
種目 ﾅﾝﾊﾞｰｶｰﾄﾞ 氏名 学年 ﾌﾘｶﾞﾅ 所属
1年男子100m 4 藤田陽太郎 1 ﾌｼﾞﾀ ﾖｳﾀﾛｳ 浅江中
1年男子100m 138 石﨑　尋大 1 ｲｼｻﾞｷ ﾋﾛﾄ 富田中
1年男子100m 1359 刀根　海斗 1 ﾄﾈ ｶｲﾄ 東部中
1年男子100m 18 市村　謙太 1 ｲﾁﾑﾗ ｹﾝﾀ 附属山口中
1年男子100m 163 三谷　一翔 1 ﾐﾀﾆ ｶｽﾞﾄ 下関菊川中
1年男子100m 903 笠原　綾也 1 ｶｻﾊﾗ ﾘｮｳﾔ 佐波中
1年男子100m 685 中原　拓斗 1 ﾅｶﾊﾗ ﾀｸﾄ 周陽中
1年男子100m 738 大池虎太郎 1 ｵｵｲｹ ｺﾀﾛｳ 垢田中
1年男子100m 460 山田　彩翔 1 ﾔﾏﾀﾞ ｱﾔﾄ 彦島中
1年男子100m 122 井上　京冶 1 ｲﾉｳｴ ｷｮｳﾔ 向洋中
1年男子100m 42 田上　恵汰 1 ﾀｶﾞﾐ ｹｲﾀ 桜田中
1年男子100m 165 中桐　颯斗 1 ﾅｶｷﾞﾘ ﾊﾔﾄ 下関菊川中
1年男子100m 218 山口　碧紘 1 ﾔﾏｸﾞﾁ ｱｵｲ 東部中
1年男子100m 742 鎌田　大輝 1 ｶﾏﾀ ﾀｲｷ 垢田中
1年男子100m 139 原本　青空 1 ﾊﾗﾓﾄ ｿﾗ 富田中
1年男子100m 193 木山　直郁 1 ｷﾔﾏ ﾅｵﾌﾐ 長成中
1年男子100m 809 伊藤　陽太 1 ｲﾄｳ ﾋﾅﾀ 川西中
1年男子100m 126 吉中　祐太 1 ﾖｼﾅｶ ﾕｳﾀ 向洋中
1年男子100m 850 長瀬　直雅 1 ﾅｶﾞｾ ﾅｵﾏｻ 右田中
1年男子100m 687 中村　元介 1 ﾅｶﾑﾗ ｹﾞﾝｽｹ 周陽中
1年男子100m 275 市原　悠翔 1 ｲﾁﾊﾗ ﾕｳﾄ 萩東中
1年男子100m 601 大森　翔 1 ｵｵﾓﾘ ｼｮｳ 山の田中
1年男子100m 137 大亀　雄真 1 ｵｵｶﾒ ﾕｳﾏ 富田中
1年男子100m 224 中原　優稀 1 ﾅｶﾊﾗ ﾏｻｷ 華陽中
1年男子100m 692 中野　翔梧 1 ﾅｶﾉ ｼｮｳｺﾞ 上宇部中
1年男子100m 938 高橋　新武 1 ﾀｶﾊｼ ｱﾗﾀ 島田中
1年男子100m 41 藤川　郁人 1 ﾌｼﾞｶﾜ ｲｸﾄ 桜田中
1年男子100m 373 歳弘　優真 1 ﾄｼﾋﾛ ﾕｳﾔ 桑山中
1年男子100m 984 上領　洸太 1 ｶﾐﾘｮｳ ｺｳﾀ 旭中
1年男子100m 842 日隈　魁 1 ﾋｸﾞﾏ ｶｲ 右田中
1年男子100m 91 三浦　喜裕 1 ﾐｳﾗ ﾖｼﾋﾛ 田布施中
1年男子100m 2 中尾　光騎 1 ﾅｶｵ ｺｳｷ 光井中
1年男子100m 1029 安食　聖矢 1 ｱﾝｼﾞｷ ｾｲﾔ 大内中
1年男子100m 900 西嶋　瑛喜 1 ﾆｼｼﾞﾏ ｴｲｷ 佐波中
1年男子100m 395 豊島　悠新 1 ﾄﾖｼﾏ ﾕｳｼﾝ 附属光中
1年男子100m 659 夏原　大河 1 ﾅﾂﾊﾗ ﾀｲｶﾞ 西岐波中
1年男子100m 1360 松田　優弥 1 ﾏﾂﾀﾞ ﾕｳﾔ 東部中
1年男子100m 733 末岡　颯人 1 ｽｴｵｶ ﾊﾔﾄ 東岐波中
1年男子100m 87 西村　浩貴 1 ﾆｼﾑﾗ ﾋﾛｷ 三見中
1年男子100m 1443 中村　勇介 1 ﾅｶﾑﾗ ﾕｳｽｹ 藤山中
1年男子100m 90 三海　裕大 1 ﾐｳﾐ ﾕｳﾀﾞｲ むつみ中
1年男子100m 1031 古屋　世那 1 ﾌﾙﾔ ｾﾅ 大内中
1年男子100m 1404 中山　太陽 1 ﾅｶﾔﾏ ﾀｲﾖｳ 岐陽中
1年男子100m 794 菅野　翔太 1 ｽｶﾞﾉ ｼｮｳﾀ 川中中
1年男子100m 269 盛光　冬希 1 ﾓﾘﾐﾂ ｶｽﾞｷ 末武中
1年男子100m 9 楠　宗征 1 ｸｽﾉｷ ｼｭｳｾｲ 浅江中
1年男子100m 1128 佐藤小太郎 1 ｻﾄｳ ｺﾀﾛｳ 福川中
1年男子100m 1467 岡本　崇範 1 ｵｶﾓﾄ ﾀｶﾉﾘ 竜王中
1年男子100m 196 中村　歩 1 ﾅｶﾑﾗ ｱﾕﾑ 福栄中
1年男子100m 427 豊田　和希 1 ﾄﾖﾀﾞ ｶｽﾞｷ 小野田中
1年男子100m 290 乙井　秀則 1 ｵﾄｲ ﾋﾃﾞﾉﾘ 大島中
1年男子100m 264 小蓑　優希 1 ｺﾐﾉ ﾕｳｷ 末武中
1年男子100m 76 渡辺　歩夢 1 ﾜﾀﾅﾍﾞ ｱﾕﾑ 本郷中
1年男子100m 16 山本　貴広 1 ﾔﾏﾓﾄ ﾀｶﾋﾛ 室積中
1年男子100m 1341 佐藤　猛琉 1 ｻﾄｳ ﾀｹﾙ 岩国中
1年男子100m 930 波多野晋作 1 ﾊﾀﾉ ｼﾝｻｸ 小郡中
1年男子100m 1281 田村　朋輝 1 ﾀﾑﾗ ﾄﾓｷ 常盤中



種目 ﾅﾝﾊﾞｰｶｰﾄﾞ 氏名 学年 ﾌﾘｶﾞﾅ 所属
1年男子100m 77 吉屋　正義 1 ﾖｼﾔ ﾏｻﾖｼ 菱海中
1年男子100m 887 栁田　恵吾 1 ﾔﾅｷﾞﾀﾞ ｹｲｺﾞ 平田中
1年男子100m 757 山本　浩平 1 ﾔﾏﾓﾄ ｺｳﾍｲ 川中中
1年男子100m 675 浅田　柊 1 ｱｻﾀﾞ ｼｭｳ 鴻南中
1年男子100m 1440 丸山　真司 1 ﾏﾙﾔﾏ ｼﾝｼﾞ 下関中等
1年男子100m 935 松尾　響 1 ﾏﾂｵ ﾋﾋﾞｷ 小郡中
1年男子100m 1323 井上　蓮斗 1 ｲﾉｳｴ ﾚﾝﾄ 高千帆中
1年男子100m 908 脇坂　和志 1 ﾜｷｻｶ ｶｽﾞｼ 厚南中
1年男子100m 1350 嶋津　心平 1 ｼﾏﾂﾞ ｼﾝﾍﾟｲ 東和中
2年男子100m 222 田村　蓮 2 ﾀﾑﾗ ﾚﾝ 山の田中
2年男子100m 103 後藤　海翔 2 ｺﾞﾄｳ ｶｲﾄ 桜田中
2年男子100m 990 嶋田　悠万 2 ｼﾏﾀﾞ ﾕｳﾏ 下関菊川中
2年男子100m 360 角谷　拓夢 2 ｶﾄﾞﾀﾆ ﾀｸﾑ 日新中
2年男子100m 1179 坪井　崇悟 2 ﾂﾎﾞｲ ｿｳｺﾞ 下関中等
2年男子100m 529 田辺　凌雅 2 ﾀﾅﾍﾞ ﾘｮｳｶﾞ 川中中
2年男子100m 507 塩屋　大稀 2 ｼｵﾔ ﾏｻｷ 小郡中
2年男子100m 1171 岡野　翔太 2 ｵｶﾉ ｼｮｳﾀ 下関中等
2年男子100m 639 佐藤　竜翔 2 ｻﾄｳ ﾘｭｳﾄ 東岐波中
2年男子100m 249 冨崎　克宏 2 ﾄﾐｻﾞｷ ｶﾂﾋﾛ 華陽中
2年男子100m 446 森下　航成 2 ﾓﾘｼﾀ ｺｳｾｲ 萩西中
2年男子100m 994 久木田　陸 2 ｸｷﾀ ﾘｸ 玄洋中
2年男子100m 422 山下　裕也 2 ﾔﾏｼﾀ ﾕｳﾔ 長府中
2年男子100m 537 青木　優 2 ｱｵｷ ﾕｳ 周陽中
2年男子100m 376 藤永涼太郎 2 ﾌｼﾞﾅｶﾞ ﾘｮｳﾀﾛｳ 日新中
2年男子100m 593 曽根　秀平 2 ｿﾈ ｼｭｳﾍｲ 勝山中
2年男子100m 60 中村　隆康 2 ﾅｶﾑﾗ ﾘｭｳｺｳ むつみ中
2年男子100m 306 真崎　陽向 2 ﾏｻｷ ﾋﾅﾀ 長成中
2年男子100m 551 中村　颯太 2 ﾅｶﾑﾗ ｿｳﾀ 浅江中
2年男子100m 519 玉井悠太郎 2 ﾀﾏｲ ﾕｳﾀﾛｳ 川中中
2年男子100m 487 佐藤　歩夢 2 ｻﾄｳ ｱﾕﾑ 国府中
2年男子100m 101 山田　春日 2 ﾔﾏﾀﾞ ﾊﾙﾋ 桜田中
2年男子100m 1079 志賀　優希 2 ｼｶﾞ ﾕｳｷ 川中中
2年男子100m 1129 松本　裕太 2 ﾏﾂﾓﾄ ﾕｳﾀ 熊毛中
2年男子100m 861 熊本　志温 2 ｸﾏﾓﾄ ｼｵﾝ 桑山中
2年男子100m 1269 長谷川輝稀 2 ﾊｾｶﾞﾜ ﾃﾙｷ 竜王中
2年男子100m 973 高橋　知優 2 ﾀｶﾊｼ ﾁﾋﾛ 鴻南中
2年男子100m 415 阪本　朱利 2 ｻｶﾓﾄ ｼｭﾘ 上宇部中
2年男子100m 641 井上　篤 2 ｲﾉｳｴ ｱﾂｼ 東岐波中
2年男子100m 976 手塚　亘紀 2 ﾃﾂﾞｶ ｺｳｷ 鴻南中
2年男子100m 1138 藤谷　洋平 2 ﾌｼﾞﾀﾆ ﾖｳﾍｲ 附属光中
2年男子100m 1094 長沼　駿斗 2 ﾅｶﾞﾇﾏ ﾊﾔﾄ 末武中
2年男子100m 1178 武安　克典 2 ﾀｹﾔｽ ｶﾂﾉﾘ 下関中等
2年男子100m 961 金城　雄大 2 ｷﾝｼﾞｮｳ ﾕｳﾀﾞｲ 平田中
2年男子100m 1275 尾山　優斗 2 ｵﾔﾏ ﾕｳﾄ 西岐波中
2年男子100m 343 國廣　翔矢 2 ｸﾆﾋﾛ ｼｮｳﾔ 厚南中
2年男子100m 100 森重　颯太 2 ﾓﾘｼｹﾞ ｿｳﾀ 島田中
2年男子100m 1060 髙松那央斗 2 ﾀｶﾏﾂ ﾅｵﾄ 太華中
2年男子100m 82 新堀　和希 2 ｼﾝﾎﾞﾘ ｶｽﾞｷ 本郷中
2年男子100m 469 浅谷　栄璽 2 ｱｻﾔ ｴｲｼﾞ 佐波中
2年男子100m 1062 小椋　星弐 2 ｵｸﾞﾗ ｼｮｳｽｹ 川下中
2年男子100m 511 阿南　慧 2 ｱﾅﾐ ｹｲ 小野田中
2年男子100m 160 福本　実鶴 2 ﾌｸﾓﾄ ﾐﾂﾙ 福栄中
2年男子100m 1093 原田　凌 2 ﾊﾗﾀﾞ ﾘｮｳ 末武中
2年男子100m 894 上田　怜斗 2 ｳｴﾀ ﾞﾚﾝﾄ 桑山中



種目 ﾅﾝﾊﾞｰｶｰﾄﾞ 氏名 学年 ﾌﾘｶﾞﾅ 所属
3年男子100m 762 藤野　隼也 3 ﾌｼﾞﾉ ｼｭﾝﾔ 常盤中
3年男子100m 1077 惣代　翔 3 ｿｳﾀﾞｲ ｶｹﾙ 小郡中
3年男子100m 700 福岡　諒祐 3 ﾌｸｵｶ ﾘｮｳｽｹ 高千帆中
3年男子100m 447 遠入　野生 3 ｴﾝﾆｭｳ ﾋﾛﾑ 厚南中
3年男子100m 672 原田　武京 3 ﾊﾗﾀﾞ ﾑｷｮｳ 岐陽中
3年男子100m 730 河杉　公平 3 ｶﾜｽｷﾞ ｺｳﾍｲ 野田学園
3年男子100m 865 篠崎　覇 3 ｼﾉｻﾞｷ ﾊﾙ 桑山中
3年男子100m 301 杉江　康平 3 ｽｷﾞｴ ｺｳﾍｲ 黒石中
3年男子100m 97 吉松　駿冶 3 ﾖｼﾏﾂ ｼｭﾝﾔ むつみ中
3年男子100m 259 益本　洋平 3 ﾏｽﾓﾄ ﾖｳﾍｲ 長府中
3年男子100m 34 橋本　雅也 3 ﾊｼﾓﾄ ﾏｻﾔ 光井中
3年男子100m 30 田村　斎 3 ﾀﾑﾗ ｲﾂｸ 旭中
3年男子100m 330 松橋　麗 3 ﾏﾂﾊｼ ﾚｲ 長成中
3年男子100m 239 野中　凜平 3 ﾉﾅｶ ﾘﾝﾍﾟｲ 向洋中
3年男子100m 206 古川　人至 3 ﾌﾙｶﾜ ﾋﾄｼ 徳地中
3年男子100m 1234 片山　直紀 3 ｶﾀﾔﾏ ﾅｵｷ 川中中
3年男子100m 271 原川浩太朗 3 ﾊﾗｶﾜ ｺｳﾀﾛｳ 白石中
3年男子100m 1388 吉田　亮介 3 ﾖｼﾀﾞ ﾘｮｳｽｹ 下関中等
3年男子100m 588 大宮　好誠 3 ｵｵﾐﾔ ｺｳｾｲ 長成中
3年男子100m 970 島谷　裕貴 3 ｼﾏﾀﾆ ﾕｳｷ 勝山中
3年男子100m 948 平田　悠馬 3 ﾋﾗﾀ ﾕｳﾏ 大内中
3年男子100m 176 上岡　直生 3 ｳｴｵｶ ﾅｵｷ 華陽中
3年男子100m 1240 吉野　透真 3 ﾖｼﾉ ﾄｳﾏ 川中中
3年男子100m 386 佐藤晃一朗 3 ｻﾄｳ ｺｳｲﾁﾛｳ 鴻南中
3年男子100m 806 秋枝　尚樹 3 ｱｷｴﾀﾞ ﾅｵｷ 垢田中
3年男子100m 1165 藤永　祥介 3 ﾌｼﾞﾅｶ ﾞｼｮｳｽｹ 日新中
3年男子100m 674 福嶋　航 3 ﾌｸｼﾏ ｺｳ 岐陽中
3年男子100m 790 松ノ木拓馬 3 ﾏﾂﾉｷ ﾀｸﾏ 島田中
3年男子100m 1640 宮瀬　巧斗 3 ﾐﾔｾ ｺｳｼﾝ 上宇部中
3年男子100m 1705 須藤　康太 3 ｽﾄﾞｳ ｺｳﾀ 玄洋中
3年男子100m 1456 正木　聡 3 ﾏｻｷ ｿｳ 麻里布中
3年男子100m 260 鹿野　晃弘 3 ｼｶﾉ ｱｷﾋﾛ 長府中
3年男子100m 1609 下間　孝基 3 ｼﾓﾂﾏ ｺｳｷ 田布施中
3年男子100m 846 岡﨑　椋斗 3 ｵｶｻﾞｷ ﾑｸﾄ 桑山中
3年男子100m 736 小田村匠馬 3 ｵﾀﾞﾑﾗ ﾀｸﾏ 常盤中
3年男子100m 898 小坂　佑典 3 ｺｻｶ ﾕｳｽｹ 東岐波中
3年男子100m 1402 福島綸太郎 3 ﾌｸｼﾏ ﾘﾝﾀﾛｳ 竜王中
3年男子100m 919 安食　和馬 3 ｱﾝｼﾞｷ ｶｽﾞﾏ 大内中
3年男子100m 1164 開道　一晴 3 ｶｲﾄﾞｳ ｲｯｾｲ 日新中
3年男子100m 964 下田　凌大 3 ｼﾓﾀﾞ ﾘｮｳﾀ 勝山中
3年男子100m 25 佐伯　亮汰 3 ｻｴｷ ﾘｮｳﾀ 川中中
3年男子100m 284 田中　志隆 3 ﾀﾅｶ ｼﾘｭｳ 大嶺中
3年男子100m 1307 吉田　真斗 3 ﾖｼﾀﾞ ﾏﾅﾄ 東和中
3年男子100m 1436 岡　隼之介 3 ｵｶ ｼｭﾝﾉｽｹ 晃英館
3年男子100m 608 玉井　優希 3 ﾀﾏｲ ﾕｳｷ 岩国中
3年男子100m 482 春永　将臣 3 ﾊﾙﾅｶﾞ ﾏｻｵﾐ 神原中
3年男子100m 1176 野村　優斗 3 ﾉﾑﾗ ﾕｳﾄ 福川中
3年男子100m 258 中野　拓斗 3 ﾅｶﾉ ﾋﾛﾄ 長府中
3年男子100m 1314 倉増　卓矢 3 ｸﾗﾏｼ ﾀｸﾔ 熊毛中
3年男子100m 27 宇津宮　翼 3 ｳﾂﾉﾐﾔ ﾂﾊﾞｻ 福栄中
3年男子100m 972 國森　啓仁 3 ｸﾆﾓﾘ ﾋﾛﾋﾄ 勝山中
3年男子100m 337 内野々　諒 3 ｳﾁﾉﾉ ﾘｮｳ 長成中
3年男子100m 667 田村　飛翔 3 ﾀﾑﾗ ﾂﾊﾞｻ 岐陽中
3年男子100m 1306 田中　玲弥 3 ﾀﾅｶ ﾚｲﾔ 東和中
3年男子100m 785 寄川　晃生 3 ﾖﾘｶﾜ ｺｳｾｲ 島田中
3年男子100m 304 月足聡一朗 3 ﾂｷｱｼ ｿｳｲﾁﾛｳ 黒石中
3年男子100m 146 宮川　凌 3 ﾐﾔｶﾞﾜ ﾘｮｳ 福栄中



種目 ﾅﾝﾊﾞｰｶｰﾄﾞ 氏名 学年 ﾌﾘｶﾞﾅ 所属
3年男子100m 1709 前田　陽 3 ﾏｴﾀﾞ ｱｻﾋ 彦島中
3年男子100m 40 河野　拓人 3 ｶﾜﾉ ﾀｸﾄ 桜田中
3年男子100m 351 福田　将希 3 ﾌｸﾀﾞ ﾏｻｷ 向洋中
3年男子100m 936 堤　大輔 3 ﾂﾂﾐ ﾀﾞｲｽｹ 大内中
3年男子100m 1078 河口　勝 3 ｶﾜｸﾞﾁ ﾏｻﾙ 小郡中
3年男子100m 876 白石　大空 3 ｼﾗｲｼ ﾋﾛﾀｶ 萩東中
3年男子100m 1089 田村　嘉啓 3 ﾀﾑﾗ ﾖｼｱｷ 末武中
3年男子100m 1401 笹尾　悠稀 3 ｻｻｵ ﾊﾙｷ 竜王中
3年男子100m 958 德永　竜旭 3 ﾄｸﾅｶﾞ ﾀﾂｱｷ 勝山中
3年男子100m 1693 城戸　翔 3 ｷﾄﾞ ｶｹﾙ 国府中
3年男子100m 243 谷野　優作 3 ﾀﾆﾉ ﾕｳｻｸ 向洋中
3年男子100m 1481 重岡　隆晟 3 ｼｹﾞｵｶ ﾘｭｳｾｲ 周陽中
3年男子100m 1373 楠元　大稀 3 ｸｽﾓﾄ ﾀﾞｲｷ 彦島中
3年男子100m 1414 今元　陸翔 3 ｲﾏﾓﾄ ﾀｶﾄ 大島中
3年男子100m 257 松原　圭亮 3 ﾏﾂﾊﾞﾗ ｹｲｽｹ 長府中
3年男子100m 815 池田　悠真 3 ｲｹﾀﾞ ﾕｳﾏ 垢田中
3年男子100m 1482 堺谷　大介 3 ｻｶｲﾀﾆ ﾀﾞｲｽｹ 周陽中
3年男子100m 1090 國居　主真 3 ｸﾆｽｴ ｶｽﾞﾏ 末武中
3年男子100m 1131 磯部　仁志 3 ｲｿﾍﾞ ﾋﾄｼ 熊毛中
3年男子100m 96 山根 翔太 3 ﾔﾏﾈ ｼｮｳﾀ むつみ中
3年男子100m 729 岡村　周汰 3 ｵｶﾑﾗ ｼｭｳﾀ 野田学園
3年男子100m 671 佐藤　亮介 3 ｻﾄｳ ﾘｮｳｽｹ 岐陽中
共通男子200m 271 原川浩太朗 3 ﾊﾗｶﾜ ｺｳﾀﾛｳ 白石中
共通男子200m 1388 吉田　亮介 3 ﾖｼﾀﾞ ﾘｮｳｽｹ 下関中等
共通男子200m 337 内野々　諒 3 ｳﾁﾉﾉ ﾘｮｳ 長成中
共通男子200m 1077 惣代　翔 3 ｿｳﾀﾞｲ ｶｹﾙ 小郡中
共通男子200m 936 堤　大輔 3 ﾂﾂﾐ ﾀﾞｲｽｹ 大内中
共通男子200m 222 田村　蓮 2 ﾀﾑﾗ ﾚﾝ 山の田中
共通男子200m 1459 福田　健人 3 ﾌｸﾀﾞ ｹﾝﾄ 麻里布中
共通男子200m 674 福嶋　航 3 ﾌｸｼﾏ ｺｳ 岐陽中
共通男子200m 447 遠入　野生 3 ｴﾝﾆｭｳ ﾋﾛﾑ 厚南中
共通男子200m 239 野中　凜平 3 ﾉﾅｶ ﾘﾝﾍﾟｲ 向洋中
共通男子200m 671 佐藤　亮介 3 ｻﾄｳ ﾘｮｳｽｹ 岐陽中
共通男子200m 1314 倉増　卓矢 3 ｸﾗﾏｼ ﾀｸﾔ 熊毛中
共通男子200m 304 月足聡一朗 3 ﾂｷｱｼ ｿｳｲﾁﾛｳ 黒石中
共通男子200m 1240 吉野　透真 3 ﾖｼﾉ ﾄｳﾏ 川中中
共通男子200m 1165 藤永　祥介 3 ﾌｼﾞﾅｶ ﾞｼｮｳｽｹ 日新中
共通男子200m 1144 國信　龍馬 2 ｸﾆﾉﾌﾞ ﾘｮｳﾏ 下松中
共通男子200m 507 塩屋　大稀 2 ｼｵﾔ ﾏｻｷ 小郡中
共通男子200m 1414 今元　陸翔 3 ｲﾏﾓﾄ ﾀｶﾄ 大島中
共通男子200m 865 篠崎　覇 3 ｼﾉｻﾞｷ ﾊﾙ 桑山中
共通男子200m 146 宮川　凌 3 ﾐﾔｶﾞﾜ ﾘｮｳ 福栄中
共通男子200m 672 原田　武京 3 ﾊﾗﾀﾞ ﾑｷｮｳ 岐陽中
共通男子200m 919 安食　和馬 3 ｱﾝｼﾞｷ ｶｽﾞﾏ 大内中
共通男子200m 625 安部　秀真 3 ｱﾍﾞ ｼｭｳﾏ 岐陽中
共通男子200m 4 藤田陽太郎 1 ﾌｼﾞﾀ ﾖｳﾀﾛｳ 浅江中
共通男子200m 529 田辺　凌雅 2 ﾀﾅﾍﾞ ﾘｮｳｶﾞ 川中中
共通男子200m 482 春永　将臣 3 ﾊﾙﾅｶﾞ ﾏｻｵﾐ 神原中
共通男子200m 1406 守岡修一郎 3 ﾓﾘｵｶ ｼｭｳｲﾁﾛｳ 竜王中
共通男子200m 994 久木田　陸 2 ｸｷﾀ ﾘｸ 玄洋中
共通男子200m 970 島谷　裕貴 3 ｼﾏﾀﾆ ﾕｳｷ 勝山中
共通男子200m 360 角谷　拓夢 2 ｶﾄﾞﾀﾆ ﾀｸﾑ 日新中
共通男子200m 260 鹿野　晃弘 3 ｼｶﾉ ｱｷﾋﾛ 長府中
共通男子200m 1092 大楽拓公海 3 ﾀﾞｲﾗｸ ﾀｸﾐ 末武中
共通男子200m 906 三浦　真人 3 ﾐｳﾗ ﾏﾅﾄ 山の田中
共通男子200m 177 岩村　直樹 3 ｲﾜﾑﾗ ﾅｵｷ 華陽中
共通男子200m 287 西村　蓮 3 ﾆｼﾑﾗ ﾚﾝ 大嶺中



種目 ﾅﾝﾊﾞｰｶｰﾄﾞ 氏名 学年 ﾌﾘｶﾞﾅ 所属
共通男子200m 62 松冨　圭紘 3 ﾏﾂﾄﾐ ﾖｼﾋﾛ 阿武中
共通男子200m 113 浅田　涼介 3 ｱｻﾀﾞ ﾘﾖｳｽｹ 光井中
共通男子200m 960 中村　雄大 3 ﾅｶﾑﾗ ﾕｳﾀﾞｲ 勝山中
共通男子200m 1108 得能　駿輔 2 ﾄｸﾉｳ ｼｭﾝｽｹ 岩国中
共通男子200m 379 久保田夢翔 3 ｸﾎﾞﾀ ﾕｳﾄ 長府中
共通男子200m 974 高橋　竜輝 2 ﾀｶﾊｼ ﾘｭｳｷ 鴻南中
共通男子200m 380 田村　優輝 2 ﾀﾑﾗ ﾕｳｷ 日新中
共通男子200m 71 山根　輝恭 1 ﾔﾏﾈ ﾃﾙﾖｼ 本郷中
共通男子200m 181 近藤　翔矢 3 ｺﾝﾄﾞｳ ｼｮｳﾔ 徳地中
共通男子200m 1089 田村　嘉啓 3 ﾀﾑﾗ ﾖｼｱｷ 末武中
共通男子200m 197 中村　一稀 1 ﾅｶﾑﾗ ｶｽﾞｷ 福栄中
共通男子400m 1324 山本　悠真 3 ﾔﾏﾓﾄ ﾕｳﾏ 熊毛中
共通男子400m 1385 木村　拓志 3 ｷﾑﾗ ﾋﾛｼ 下関中等
共通男子400m 259 益本　洋平 3 ﾏｽﾓﾄ ﾖｳﾍｲ 長府中
共通男子400m 667 田村　飛翔 3 ﾀﾑﾗ ﾂﾊﾞｻ 岐陽中
共通男子400m 1164 開道　一晴 3 ｶｲﾄﾞｳ ｲｯｾｲ 日新中
共通男子400m 1609 下間　孝基 3 ｼﾓﾂﾏ ｺｳｷ 田布施中
共通男子400m 1728 金子　己太 3 ｶﾈｺ ｺﾀ 右田中
共通男子400m 40 河野　拓人 3 ｶﾜﾉ ﾀｸﾄ 桜田中
共通男子400m 791 小早川晴哉 3 ｺﾊﾞﾔｶﾜ ﾊﾙﾔ 東部中
共通男子400m 54 眞鍋　咲耶 3 ﾏﾅﾍﾞ ｻｸﾔ 黒石中
共通男子400m 1378 宇都宮廉斗 3 ｳﾂﾉﾐﾔ ﾚﾝﾄ 彦島中
共通男子400m 844 濱田　優真 3 ﾊﾏﾀﾞ ﾕｳﾏ 桑山中
共通男子400m 1102 市川　雅也 3 ｲﾁｶﾜ ﾏｻﾔ 室積中
共通男子400m 1441 角河　理久 3 ｽﾐｶﾞﾜ ﾘｸ 麻里布中
共通男子400m 1335 坂井　太一 3 ｻｶｲ ﾀｲﾁ 右田中
共通男子400m 461 重岡　直弥 3 ｼｹﾞｵｶ ﾅｵﾔ 厚南中
共通男子400m 784 山根　涼介 3 ﾔﾏﾈ ﾘｮｳｽｹ 島田中
共通男子400m 526 渡邊　誠太 3 ﾜﾀﾅﾍﾞ ｾｲﾀ 高千帆中
共通男子400m 726 吉村　航 3 ﾖｼﾑﾗ ﾜﾀﾙ 下関菊川中
共通男子400m 575 田中　敦也 3 ﾀﾅｶ ｱﾂﾔ 玄洋中
共通男子400m 410 下川　隼人 3 ｼﾓｶﾜ ﾊﾔﾄ 桜田中
共通男子400m 1726 浦　恭瑛 2 ｳﾗ ﾔｽｱｷ 田布施中
共通男子400m 680 前田　恭平 3 ﾏｴﾀﾞ ｷｮｳﾍｲ 山の田中
共通男子400m 1276 斉藤　蓮 2 ｻｲﾄｳ ﾚﾝ 西岐波中
共通男子400m 1213 藤谷　奈五 3 ﾌｼﾞﾀﾆ ﾀﾞｲｺﾞ 神原中
共通男子400m 174 松井　天汰 3 ﾏﾂｲ ﾃﾝﾀ 華陽中
共通男子400m 73 草平 大河 3 ｸｻﾋﾗ ﾀｲｶﾞ むつみ中
共通男子400m 499 久田　翔太 3 ﾋｻﾀﾞ ｼｮｳﾀ 国府中
共通男子400m 1076 松浦　輝樹 2 ﾏﾂｳﾗ ﾃﾙｷ 高川学園
共通男子400m 424 佐藤　麗央 2 ｻﾄｳ ﾘｵ 向洋中
共通男子400m 1326 沼田　疾風 3 ﾇﾏﾀ ﾊﾔﾃ 川下中
共通男子400m 84 宮本　陸人 2 ﾐﾔﾓﾄ ﾘｸﾄ 本郷中
共通男子400m 460 山田　彩翔 1 ﾔﾏﾀﾞ ｱﾔﾄ 彦島中
共通男子400m 999 濱中　正樹 3 ﾊﾏﾅｶ ﾏｻｷ 安下庄中
共通男子400m 769 百合　翼 3 ﾕﾘ ﾂﾊﾞｻ 深川中
共通男子400m 536 藤會　蓮 1 ﾌｼﾞｴ ﾚﾝ 大島中
共通男子400m 1117 福字　涼太郎 3 ﾌｸｼﾞ ﾘｮｳﾀﾛｳ 室積中
共通男子400m 848 瀧本　侑輝 3 ﾀｷﾓﾄ ﾕｳｷ 桑山中



種目 ﾅﾝﾊﾞｰｶｰﾄﾞ 氏名 学年 ﾌﾘｶﾞﾅ 所属
共通男子800m 762 藤野　隼也 3 ﾌｼﾞﾉ ｼｭﾝﾔ 常盤中
共通男子800m 68 小野 智幸 3 ｵﾉ ﾄﾓﾕｷ むつみ中
共通男子800m 1117 福字　涼太郎 3 ﾌｸｼﾞ ﾘｮｳﾀﾛｳ 室積中
共通男子800m 791 小早川晴哉 3 ｺﾊﾞﾔｶﾜ ﾊﾙﾔ 東部中
共通男子800m 1148 上部　知紀 3 ｶﾝﾍﾞ ﾄﾓｷ 田布施中
共通男子800m 250 大田　康平 3 ｵｵﾀ ｺｳﾍｲ 長府中
共通男子800m 698 橋本　篤徳 3 ﾊｼﾓﾄ ｱﾂﾉﾘ 山の田中
共通男子800m 814 阿比留多日良 3 ｱﾋﾞﾙ ﾀｶﾗ 垢田中
共通男子800m 363 早川　周吾 2 ﾊﾔｶﾜ ｼｭｳｺﾞ 日新中
共通男子800m 796 竹内　健太 3 ﾀｹｳﾁ ｹﾝﾀ 東部中
共通男子800m 830 鶴巻　聖大 3 ﾂﾙﾏｷ ｾｲﾀ 垢田中
共通男子800m 1238 清家　湧 3 ｾｲｹ ﾕｳ 川中中
共通男子800m 670 安村オーガスト凜音 2 ﾔｽﾑﾗ ｵｰｶﾞｽﾄﾘｵﾝ 岐陽中
共通男子800m 514 羽仁　帝誠 2 ﾊﾆ ﾀｲｾｲ 垢田中
共通男子800m 282 武波　晋 3 ﾀｹﾅﾐ ｼﾝ 萩西中
共通男子800m 477 平川　凌士 3 ﾋﾗｶﾜ ﾘｮｳｼﾞ 厚南中
共通男子800m 515 増田　陸人 2 ﾏｼﾀﾞ ﾘｸﾄ 垢田中
共通男子800m 141 重村　拓哉 2 ｼｹﾞﾑﾗ ﾀｸﾔ 三見中
共通男子800m 836 野上　千尋 3 ﾉｶﾞﾐ ﾁﾋﾛ 垢田中
共通男子800m 797 西田　亘希 3 ﾆｼﾀﾞ ｺｳｷ 東部中
共通男子800m 954 生本　大樹 3 ｲｹﾓﾄ ﾀﾞｲｷ 平生中
共通男子800m 848 瀧本　侑輝 3 ﾀｷﾓﾄ ﾕｳｷ 桑山中
共通男子800m 267 橋本　悠矢 3 ﾊｼﾓﾄ ﾕｳﾔ 長府中
共通男子800m 46 森山　拓磨 2 ﾓﾘﾔﾏ ﾀｸﾏ 太華中
共通男子800m 253 金子　拓紀 3 ｶﾈｺ ﾋﾛｷ 長府中
共通男子800m 398 八代　祥一 3 ﾔｼﾛ ｼｮｳｲﾁ 上宇部中
共通男子800m 384 末次　哲也 2 ｽｴﾂｸﾞ ﾃﾂﾔ 富田中
共通男子800m 299 幡生　歩夢 3 ﾊﾀﾌﾞ ｱﾕﾑ 黒石中
共通男子800m 1191 神谷　颯 2 ｶﾐﾀﾆ ﾊﾔﾃ 三隅中
共通男子800m 320 浦田　葵 2 ｳﾗﾀ ｱｵｲ 長成中
共通男子800m 242 安藤　佑太 3 ｱﾝﾄﾞｳ ﾕｳﾀ 向洋中
共通男子800m 391 田丸　翔太 3 ﾀﾏﾙ ｼｮｳﾀ 上宇部中
共通男子800m 612 弘中　慧 3 ﾋﾛﾅｶ ｻﾄﾙ 岩国中
共通男子800m 370 松本　悠大 3 ﾏﾂﾓﾄ ﾕｳﾀﾞｲ 大和中
共通男子800m 471 村田　隼駿 2 ﾑﾗﾀ ﾊﾔﾄ 佐波中
共通男子800m 1405 丸山　皓大 3 ﾏﾙﾔﾏ ｺｳﾀ 竜王中
共通男子800m 198 西嶋　航太 2 ﾆｼｼﾞﾏ ｺｳﾀ 阿武中
共通男子800m 1175 岸田　慧吾 2 ｷｼﾀﾞ ｹｲｺﾞ 下関中等
共通男子800m 488 御園生廉叶 2 ﾐｿﾉｵ ﾚﾝﾄ 国府中
共通男子800m 182 福田　健悟 3 ﾌｸﾀﾞ ｹﾝｺﾞ 徳地中
共通男子800m 397 土田　颯涼 2 ﾂﾁﾀﾞ ｿｳｽｹ 旭中
共通男子800m 986 篠本　康平 3 ｼﾉﾓﾄ ｺｳﾍｲ 安下庄中
共通男子800m 1670 城島　志琉 2 ｼﾞｮｳｼﾞﾏ ｼﾘｭｳ 晃英館
共通男子800m 1157 中島　飛翔 1 ﾅｶｼﾏ ﾂﾊﾞｻ 福川中
共通男子800m 1147 岡山　直幹 3 ｵｶﾔﾏ ﾅｵﾐｷ 田布施中
共通男子800m 829 國宗　佑 2 ｸﾆﾑﾈ ﾀｽｸ 柳井中
共通男子800m 1066 浅海　流翔 2 ｱｻﾐ ﾙｶ 平生中
共通男子800m 532 嶋原　英明 1 ｼﾏﾊﾗ ﾋﾃﾞｱｷ 大島中
共通男子800m 734 国増　武志 2 ｸﾆﾏｽ ﾀｹｼ 東部中



種目 ﾅﾝﾊﾞｰｶｰﾄﾞ 氏名 学年 ﾌﾘｶﾞﾅ 所属
1年男子1500m 44 宮内　渉里 1 ﾐﾔｳﾁ ｼｮｳﾘ 高川学園
1年男子1500m 126 吉中　祐太 1 ﾖｼﾅｶ ﾕｳﾀ 向洋中
1年男子1500m 12 吉村　拓樹 1 ﾖｼﾑﾗ ﾀｸｷ 柳井中
1年男子1500m 407 土井　寛介 1 ﾄﾞｲ ｶﾝｽｹ 長府中
1年男子1500m 1328 越智　陽人 1 ｵﾁ ﾊﾙﾄ 高千帆中
1年男子1500m 1282 平岡　知大 1 ﾋﾗｵｶ ﾁﾋﾛ 常盤中
1年男子1500m 184 好本　裕太 1 ﾖｼﾓﾄ ﾕｳﾀ 長成中
1年男子1500m 14 玉井　正紘 1 ﾀﾏｲ ﾏｻﾋﾛ 浅江中
1年男子1500m 633 河邉　将吾 1 ｶﾜﾍﾞ ｼｮｳｺﾞ 柳井中
1年男子1500m 465 玉利　和己 1 ﾀﾏﾘ ｶｽﾞｷ 彦島中
1年男子1500m 714 陸　太陽 1 ﾘｸ ﾀｲﾖｳ 上宇部中
1年男子1500m 288 上田　響希 1 ｳｴﾀﾞ ﾋﾋﾞｷ 萩東中
1年男子1500m 470 山本　航大 1 ﾔﾏﾓﾄ ｺｳﾀﾞｲ 富田中
1年男子1500m 92 延吉　雄飛 1 ﾉﾌﾞﾖｼ ﾕｳﾄ 田布施中
1年男子1500m 408 川本斗希也 1 ｶﾜﾓﾄ ﾄｷﾔ 長府中
1年男子1500m 45 古田　欧介 1 ﾌﾙﾀ ｵｳｽｹ 高川学園
1年男子1500m 925 野坂　大翔 1 ﾉｻｶ ﾊﾙﾄ 熊毛中
1年男子1500m 688 入江　海音 1 ｲﾘｴ ｶｲﾄ 周陽中
1年男子1500m 404 福原　大門 1 ﾌｸﾊﾗ ﾀﾞｲﾓﾝ 附属光中
1年男子1500m 227 檜垣　太一 1 ﾋｶﾞｷ ﾀｲﾁ 華陽中
1年男子1500m 1358 山村　堅人 1 ﾔﾏﾑﾗ ｹﾝﾄ 東部中
1年男子1500m 38 通　正樹 1 ｶﾖｲ ﾏｻｷ 桜田中
1年男子1500m 1357 中野　雄太 1 ﾅｶﾉ ﾕｳﾀ 東部中
1年男子1500m 817 秋本雄一朗 1 ｱｷﾓﾄ ﾕｳｲﾁﾛｳ 国府中
1年男子1500m 8 古閑　響 1 ｺｶﾞ ﾋﾋﾞｷ 柳井中
1年男子1500m 368 石川　雄大 1 ｲｼｶﾜ ﾕｳﾀﾞｲ 桑山中
1年男子1500m 1396 山本　海太 1 ﾔﾏﾓﾄ ｶｲﾀ 岐陽中
1年男子1500m 902 上田　凌功 1 ｳｴﾀﾞ ﾘｸ 佐波中
1年男子1500m 255 清水　優輔 1 ｼﾐｽﾞ ﾕｳｽｹ 末武中
1年男子1500m 580 管野　敬人 1 ｽｶﾞﾉ ｹｲﾄ 桜田中
1年男子1500m 203 久光　元 1 ﾋｻﾐﾂ ﾊｼﾞﾒ 福栄中
1年男子1500m 657 井下　侃 1 ｲﾉｼﾀ ｶﾝ 西岐波中
1年男子1500m 1015 中浦　大 1 ﾅｶｳﾗ ﾕﾀｶ 玄洋中
1年男子1500m 1363 阿川　貴司 1 ｱｶﾞﾜ ﾀｶｼ 日新中
1年男子1500m 983 阿部　将大 1 ｱﾍﾞ ﾏｻﾋﾛ 旭中
1年男子1500m 877 水津　哉汰 1 ｽｲﾂﾞ ｶﾅﾀ 阿武中
1年男子1500m 533 谷口　徹 1 ﾀﾆｸﾞﾁ ﾃﾂ 大島中
1年男子1500m 1364 岸本　晃樹 1 ｷｼﾓﾄ ｺｳｷ 梅光学院
1年男子1500m 810 藤本悠太朗 1 ﾌｼﾞﾓﾄ ﾕｳﾀﾛｳ 光井中
1年男子1500m 929 村岡　滉太 1 ﾑﾗｵｶ ｺｳﾀ 小郡中
1年男子1500m 432 米田　翔 1 ﾖﾈﾀﾞ ｼｮｳ 小野田中
1年男子1500m 1317 三好　澄仁 1 ﾐﾖｼ ｽﾐﾋﾄ 野田学園
1年男子1500m 1351 山中　涼聖 1 ﾔﾏﾅｶ ﾘｮｳｾｲ 東和中
1年男子1500m 117 松島　圭吾 1 ﾏﾂｼﾏ ｹｲｺﾞ 福川中
1年男子1500m 931 木本　匠 1 ｷﾓﾄ ﾀｸﾐ 小郡中
1年男子1500m 152 福本　一護 1 ﾌｸﾓﾄ ｲﾁｺﾞ 室積中
1年男子1500m 1267 山本　修也 1 ﾔﾏﾓﾄ ｼｭｳﾔ 常盤中
1年男子1500m 839 江西　咲哉 1 ｴﾆｼ ｻｸﾔ 右田中
1年男子1500m 683 築出真名人 1 ﾂｷﾃﾞ ﾏﾅﾄ 鴻南中
1年男子1500m 682 道中　諒人 1 ﾐﾁﾅｶ ﾘｮｳﾄ 鴻南中
1年男子1500m 345 原川　翔太 1 ﾊﾗｶﾜ ｼｮｳﾀ 三隅中
1年男子1500m 1344 廣田　拓実 1 ﾋﾛﾀ ﾀｸﾐ 岩国中
1年男子1500m 1331 桑原　翼 1 ｸﾜﾊﾞﾗ ﾂﾊﾞｻ 高千帆中
1年男子1500m 357 重岡　隼都 1 ｼｹﾞｵｶ ﾊﾔﾄ 厚南中
1年男子1500m 1073 倉田　悠杜 1 ｸﾗﾀ ﾕｳﾄ 山の田中
1年男子1500m 69 亀弘　裕宇 1 ｶﾒﾋﾛ ﾕﾀｶ 本郷中
1年男子1500m 1426 平本　光紀 1 ﾋﾗﾓﾄ ｺｳｷ 下関中等



種目 ﾅﾝﾊﾞｰｶｰﾄﾞ 氏名 学年 ﾌﾘｶﾞﾅ 所属
2年男子1500m 968 阿部　陽樹 2 ｱﾍﾞ ﾊﾙｷ 鴻南中
2年男子1500m 1126 吉木　駿平 2 ﾖｼｷ ｼｭﾝﾍﾟｲ 富田中
2年男子1500m 514 羽仁　帝誠 2 ﾊﾆ ﾀｲｾｲ 垢田中
2年男子1500m 506 田中　亮実 2 ﾀﾅｶ ﾘｮｳﾏ 小郡中
2年男子1500m 21 井上　幸太 2 ｲﾉｳｴ ｺｳﾀ 高川学園
2年男子1500m 670 安村オーガスト凜音 2 ﾔｽﾑﾗ ｵｰｶﾞｽﾄﾘｵﾝ 岐陽中
2年男子1500m 363 早川　周吾 2 ﾊﾔｶﾜ ｼｭｳｺﾞ 日新中
2年男子1500m 26 安村　零音 2 ﾔｽﾑﾗ ﾚｵﾝ 高川学園
2年男子1500m 1182 長岡　佑真 2 ﾅｶﾞｵｶ ﾕｳﾏ 萩西中
2年男子1500m 508 藤﨑　陽向 2 ﾌｼﾞｻｷ ﾋﾅﾀ 小郡中
2年男子1500m 492 松村　優斗 2 ﾏﾂﾑﾗ ﾕｳﾄ 国府中
2年男子1500m 298 能美　和洋 2 ﾉｳﾐ ｶｽﾞﾋﾛ 長成中
2年男子1500m 776 山本　浩貴 2 ﾔﾏﾓﾄ ﾋﾛｷ 田布施中
2年男子1500m 829 國宗　佑 2 ｸﾆﾑﾈ ﾀｽｸ 柳井中
2年男子1500m 515 増田　陸人 2 ﾏｼﾀﾞ ﾘｸﾄ 垢田中
2年男子1500m 566 泉山　隼人 2 ｲｽﾞﾐﾔﾏ ﾊﾔﾄ 萩東中
2年男子1500m 23 清見　涼真 2 ｷﾖﾐ ﾘｮｳﾏ 高川学園
2年男子1500m 1277 末次　拓馬 2 ｽｴﾂｸﾞ ﾀｸﾏ 西岐波中
2年男子1500m 333 岩崎　壮也 2 ｲﾜｻｷ ﾏｻﾔ 桜田中
2年男子1500m 46 森山　拓磨 2 ﾓﾘﾔﾏ ﾀｸﾏ 太華中
2年男子1500m 161 大野　啓介 2 ｵｵﾉ ｹｲｽｹ 阿武中
2年男子1500m 513 藤川　幸也 2 ﾌｼﾞｶﾜ ﾕｷﾔ 島田中
2年男子1500m 59 末成　壮司 2 ｽｴﾅﾘ ｿｳｼ むつみ中
2年男子1500m 734 国増　武志 2 ｸﾆﾏｽ ﾀｹｼ 東部中
2年男子1500m 451 幸田　爽史 2 ｺｳﾀ ｿｳｼ 大島中
2年男子1500m 490 松田惇之介 2 ﾏﾂﾀﾞ ｼﾞｭﾝﾉｽｹ 国府中
2年男子1500m 1 土井　友輔 2 ﾄﾞｲ ﾕｳｽｹ 高川学園
2年男子1500m 622 松原　孝介 2 ﾏﾂﾊﾞﾗ ｺｳｽｹ 右田中
2年男子1500m 324 中本　将利 2 ﾅｶﾓﾄ ﾏｻﾄｼ 長成中
2年男子1500m 384 末次　哲也 2 ｽｴﾂｸﾞ ﾃﾂﾔ 富田中
2年男子1500m 1012 辻井　陽大 2 ﾂｼﾞｲ ﾖｳﾀﾞｲ 東和中
2年男子1500m 1116 田中　稜起 2 ﾀﾅｶ ｲｽﾞｷ 大嶺中
2年男子1500m 1245 白浜　徹也 2 ｼﾗﾊﾏ ﾃﾂﾔ 三隅中
2年男子1500m 491 栗栖　健 2 ｸﾘｽ ﾀｹﾙ 国府中
2年男子1500m 512 山本　優希 2 ﾔﾏﾓﾄ ﾕｳｷ 島田中
2年男子1500m 95 周田　智貴 2 ｽﾀﾞ ﾄﾓｷ 光井中
2年男子1500m 663 伏谷　克己 2 ﾌｼﾀﾆ ｶﾂﾐ 岐陽中
2年男子1500m 251 平井　辰弥 2 ﾋﾗｲ ﾀﾂﾔ 華陽中
2年男子1500m 210 村田　英生 2 ﾑﾗﾀ ﾋﾃﾞｷ 室積中
2年男子1500m 771 高重　一輝 2 ﾀｶｼｹﾞ ｶｽﾞｷ 田布施中
2年男子1500m 358 正路　颯 2 ｼｮｳｼﾞ ﾊﾔﾃ 厚南中
2年男子1500m 433 栗原　葵 2 ｸﾘﾊﾗ ｱｵｲ 高千帆中
2年男子1500m 430 今岡　拓海 2 ｲﾏｵｶ ﾀｸﾐ 向洋中
2年男子1500m 366 大浦　篤人 2 ｵｵｳﾗ ｱﾂﾋﾄ 日新中
2年男子1500m 1059 重國　昂大 2 ｼｹﾞｸﾆ ｺｳﾀﾞｲ 太華中
2年男子1500m 828 沖田　琉唯 2 ｵｷﾀﾞ ﾙｲ 柳井中
2年男子1500m 1067 戎谷　隆次 2 ｴﾋﾞｽﾀﾆ ﾘｭｳｼﾞ 平生中
2年男子1500m 140 岡本　朋大 2 ｵｶﾓﾄ ﾄﾓﾋﾛ 三見中
2年男子1500m 735 中村　孔駿 2 ﾅｶﾑﾗ ｺｳｼｭﾝ 東部中
2年男子1500m 1146 井藤　創太 2 ｲﾄｳ ｿｳﾀ 藤山中
2年男子1500m 1136 磯崎　巧 2 ｲｿｻﾞｷ ﾀｸﾐ 附属光中
2年男子1500m 1064 樋上丈一郎 2 ﾋｶﾞﾐ ｼﾞｮｳｲﾁﾛｳ 川下中
2年男子1500m 1096 中川　敦貴 2 ﾅｶｶﾞﾜ ｺｳｷ 末武中



種目 ﾅﾝﾊﾞｰｶｰﾄﾞ 氏名 学年 ﾌﾘｶﾞﾅ 所属
共通男子1500m 35 村上　正樹 3 ﾑﾗｶﾐ ﾏｻｷ 萩東中
共通男子1500m 1083 関野　稜介 3 ｾｷﾉ ﾘｮｳｽｹ 小郡中
共通男子1500m 739 芝田　悠人 3 ｼﾊﾞﾀ ﾕｳﾄ 常盤中
共通男子1500m 1232 正田　盛起 3 ｼｮｳﾀﾞ ｾｲｷ 川中中
共通男子1500m 1238 清家　湧 3 ｾｲｹ ﾕｳ 川中中
共通男子1500m 697 岩﨑　良祐 3 ｲﾜｻｷ ﾘｮｳｽｹ 山の田中
共通男子1500m 68 小野 智幸 3 ｵﾉ ﾄﾓﾕｷ むつみ中
共通男子1500m 814 阿比留多日良 3 ｱﾋﾞﾙ ﾀｶﾗ 垢田中
共通男子1500m 669 明石　悠汰 3 ｱｶｼ ﾕｳﾀ 岐陽中
共通男子1500m 1154 森重　孝哉 3 ﾓﾘｼｹﾞ ﾀｶﾔ 田布施中
共通男子1500m 1148 上部　知紀 3 ｶﾝﾍﾞ ﾄﾓｷ 田布施中
共通男子1500m 1665 楢林　蒼大 3 ﾅﾗﾊﾞﾔｼ ｿｳﾀﾞｲ 萩東中
共通男子1500m 1085 中山　倖希 3 ﾅｶﾔﾏ ｺｳｷ 小郡中
共通男子1500m 37 富田　悠斗 3 ﾄﾐﾀ ﾕｳﾄ 桜田中
共通男子1500m 723 田下　智裕 3 ﾀｼﾀ ﾁﾋﾛ 下関菊川中
共通男子1500m 1386 重冨　涼風 3 ｼｹﾞﾄﾐ ｿﾖｸﾞ 下関中等
共通男子1500m 851 三木　雄介 3 ﾐｷ ﾕｳｽｹ 桑山中
共通男子1500m 1290 福田　友介 3 ﾌｸﾀﾞ ﾕｳｽｹ 下松中
共通男子1500m 552 瀧口　大河 3 ﾀｷｸﾞﾁ ﾀｲｶﾞ 高千帆中
共通男子1500m 798 野上　永遠 3 ﾉｶﾞﾐ ﾄﾜ 東部中
共通男子1500m 796 竹内　健太 3 ﾀｹｳﾁ ｹﾝﾀ 東部中
共通男子1500m 1682 水田　涼雅 3 ﾐｽﾞﾀ ﾘｮｳｶﾞ 熊毛中
共通男子1500m 53 青森　駿 1 ｱｵﾓﾘ ｼｭﾝ 川中中
共通男子1500m 250 大田　康平 3 ｵｵﾀ ｺｳﾍｲ 長府中
共通男子1500m 918 川本　大貴 3 ｶﾜﾓﾄ ﾀﾞｲｷ 柳井中
共通男子1500m 1507 大久保遥生 3 ｵｵｸﾎﾞ ﾊﾙｷ 高千帆中
共通男子1500m 720 平岡　大成 3 ﾋﾗｵｶ ﾀｲｾｲ 下関菊川中
共通男子1500m 836 野上　千尋 3 ﾉｶﾞﾐ ﾁﾋﾛ 垢田中
共通男子1500m 267 橋本　悠矢 3 ﾊｼﾓﾄ ﾕｳﾔ 長府中
共通男子1500m 830 鶴巻　聖大 3 ﾂﾙﾏｷ ｾｲﾀ 垢田中
共通男子1500m 253 金子　拓紀 3 ｶﾈｺ ﾋﾛｷ 長府中
共通男子1500m 348 濵畑　隆太 3 ﾊﾏﾊﾞﾀ ﾘｭｳﾀ 向洋中
共通男子1500m 591 古川　幾也 3 ﾌﾙｶﾜ ｲｸﾔ 西岐波中
共通男子1500m 282 武波　晋 3 ﾀｹﾅﾐ ｼﾝ 萩西中
共通男子1500m 664 田中　瞭宇 3 ﾀﾅｶ ﾘｮｳ 岐陽中
共通男子1500m 797 西田　亘希 3 ﾆｼﾀﾞ ｺｳｷ 東部中
共通男子1500m 1153 東條　侃慧 3 ﾄｳｼﾞｮｳ ﾔｽｻﾄ 田布施中
共通男子1500m 589 小西　壮 3 ｺﾆｼ ｿｳ 西岐波中
共通男子1500m 391 田丸　翔太 3 ﾀﾏﾙ ｼｮｳﾀ 上宇部中
共通男子1500m 915 今橋　悠斗 3 ｲﾏﾊｼ ﾕｳﾄ 柳井中
共通男子1500m 891 砂原　颯矢 3 ｽﾅﾊﾗ ｿｳﾔ 東岐波中
共通男子1500m 399 田中　智崇 3 ﾀﾅｶ ﾄﾓﾀｶ 桜田中
共通男子1500m 1403 振本　陽都 3 ﾌﾘﾓﾄ ﾋﾛﾄ 竜王中
共通男子1500m 1152 竹本　大暉 3 ﾀｹﾓﾄ ﾀﾞｲｷ 田布施中
共通男子1500m 1737 山本　廉 3 ﾔﾏﾓﾄ ﾚﾝ 佐波中
共通男子1500m 624 上谷　悠輔 3 ｶﾐﾀﾆ ﾕｳｽｹ 岐陽中
共通男子1500m 804 森脇　尊也 3 ﾓﾘﾜｷ ﾀｶﾔ 垢田中
共通男子1500m 1742 片山　歩夢 3 ｶﾀﾔﾏ ｱﾕﾑ 平生中
共通男子1500m 866 馬越　亮弥 3 ﾏｺｼ ﾘｮｳﾔ 桑山中
共通男子1500m 751 若松　和輝 3 ﾜｶﾏﾂ ｶｽﾞｷ 常盤中
共通男子1500m 708 水津凌太朗 3 ｽｲﾂﾞ ﾘｮｳﾀﾛｳ 右田中
共通男子1500m 354 田村　陸 3 ﾀﾑﾗ ﾘｸ 大和中
共通男子1500m 56 粟山　太一 2 ｱﾜﾔﾏ ﾀｲﾁ 富田中
共通男子1500m 561 濱田　優希 3 ﾊﾏﾀﾞ ﾕｳｷ 浅江中
共通男子1500m 12 吉村　拓樹 1 ﾖｼﾑﾗ ﾀｸｷ 柳井中
共通男子1500m 668 山本　拓巳 3 ﾔﾏﾓﾄ ﾀｸﾐ 岐陽中
共通男子1500m 261 中野　和也 3 ﾅｶﾉ ｶｽﾞﾔ 長府中



種目 ﾅﾝﾊﾞｰｶｰﾄﾞ 氏名 学年 ﾌﾘｶﾞﾅ 所属
共通男子1500m 978 竹本慎太郎 3 ﾀｹﾓﾄ ｼﾝﾀﾛｳ 勝山中
共通男子1500m 3 宮本　駿希 2 ﾐﾔﾓﾄ ｼｭﾝｷ 高川学園
共通男子1500m 43 古田　涼 3 ﾌﾙﾀ ﾘｮｳ 三見中
共通男子1500m 727 岡村康太郎 3 ｵｶﾑﾗ ｺｳﾀﾛｳ 野田学園
共通男子1500m 302 高尾　陽斗 3 ﾀｶｵ ﾊﾙﾄ 黒石中
共通男子1500m 396 金沖　巧望 3 ｶﾈｵｷ ﾀｸﾐ 上宇部中
共通男子1500m 154 大田　龍尚 2 ｵｵﾀ ﾘｭｳｼｮｳ 深川中
共通男子1500m 145 石川　元気 2 ｲｼｶﾜ ｹﾞﾝｷ 福栄中
共通男子1500m 526 渡邊　誠太 3 ﾜﾀﾅﾍﾞ ｾｲﾀ 高千帆中
共通男子1500m 295 吉川　和真 1 ﾖｼｶﾜ ｶｽﾞﾏ 萩東中
共通男子1500m 237 沖村俊之介 3 ｵｷﾑﾗ ｼｭﾝﾉｽｹ 小野田中
共通男子1500m 920 栗林　晟斗 3 ｸﾘﾊﾞﾔｼ ｱｷﾄ 大内中
共通男子1500m 61 増田　楽 3 ﾏｽﾀﾞ ﾗｸ 阿武中
共通男子1500m 1313 岡掛　弘 3 ｵｶｶﾞｹ ﾋﾛﾑ 熊毛中
共通男子1500m 711 東　大暉 3 ﾋｶﾞｼ ﾀｲｷ 附属光中
共通男子1500m 997 田村　陸斗 3 ﾀﾑﾗ ﾘｸﾄ 安下庄中



種目 ﾅﾝﾊﾞｰｶｰﾄﾞ 氏名 学年 ﾌﾘｶﾞﾅ 所属
共通男子3000m 1083 関野　稜介 3 ｾｷﾉ ﾘｮｳｽｹ 小郡中
共通男子3000m 851 三木　雄介 3 ﾐｷ ﾕｳｽｹ 桑山中
共通男子3000m 1154 森重　孝哉 3 ﾓﾘｼｹﾞ ﾀｶﾔ 田布施中
共通男子3000m 118 菖蒲　敦司 3 ｼｮｳﾌﾞ ｱﾂｼ 浅江中
共通男子3000m 1660 田村　友伸 3 ﾀﾑﾗ ﾄﾓﾉﾌﾞ 玖珂中
共通男子3000m 1232 正田　盛起 3 ｼｮｳﾀﾞ ｾｲｷ 川中中
共通男子3000m 968 阿部　陽樹 2 ｱﾍﾞ ﾊﾙｷ 鴻南中
共通男子3000m 35 村上　正樹 3 ﾑﾗｶﾐ ﾏｻｷ 萩東中
共通男子3000m 183 渡邊　瑞樹 3 ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾐｽﾞｷ 徳地中
共通男子3000m 669 明石　悠汰 3 ｱｶｼ ﾕｳﾀ 岐陽中
共通男子3000m 1126 吉木　駿平 2 ﾖｼｷ ｼｭﾝﾍﾟｲ 富田中
共通男子3000m 1386 重冨　涼風 3 ｼｹﾞﾄﾐ ｿﾖｸﾞ 下関中等
共通男子3000m 739 芝田　悠人 3 ｼﾊﾞﾀ ﾕｳﾄ 常盤中
共通男子3000m 552 瀧口　大河 3 ﾀｷｸﾞﾁ ﾀｲｶﾞ 高千帆中
共通男子3000m 1665 楢林　蒼大 3 ﾅﾗﾊﾞﾔｼ ｿｳﾀﾞｲ 萩東中
共通男子3000m 37 富田　悠斗 3 ﾄﾐﾀ ﾕｳﾄ 桜田中
共通男子3000m 723 田下　智裕 3 ﾀｼﾀ ﾁﾋﾛ 下関菊川中
共通男子3000m 1153 東條　侃慧 3 ﾄｳｼﾞｮｳ ﾔｽｻﾄ 田布施中
共通男子3000m 298 能美　和洋 2 ﾉｳﾐ ｶｽﾞﾋﾛ 長成中
共通男子3000m 697 岩﨑　良祐 3 ｲﾜｻｷ ﾘｮｳｽｹ 山の田中
共通男子3000m 668 山本　拓巳 3 ﾔﾏﾓﾄ ﾀｸﾐ 岐陽中
共通男子3000m 23 清見　涼真 2 ｷﾖﾐ ﾘｮｳﾏ 高川学園
共通男子3000m 664 田中　瞭宇 3 ﾀﾅｶ ﾘｮｳ 岐陽中
共通男子3000m 29 岡田　公輔 3 ｵｶﾀﾞ ｺｳｽｹ 高千帆中
共通男子3000m 709 水谷　嶺利 3 ﾐｽﾞﾀﾆ ﾚｲﾘ 右田中
共通男子3000m 1437 坪井　泰理 3 ﾂﾎﾞｲ ﾔｽﾐﾁ 晃英館
共通男子3000m 333 岩崎　壮也 2 ｲﾜｻｷ ﾏｻﾔ 桜田中
共通男子3000m 776 山本　浩貴 2 ﾔﾏﾓﾄ ﾋﾛｷ 田布施中
共通男子3000m 918 川本　大貴 3 ｶﾜﾓﾄ ﾀﾞｲｷ 柳井中
共通男子3000m 374 森次　千聖 3 ﾓﾘﾂｸﾞ ﾁｻﾄ 大和中
共通男子3000m 57 吉武　遼平 2 ﾖｼﾀｹ ﾘｮｳﾍｲ 富田中
共通男子3000m 279 田中　仁気 3 ﾀﾅｶ ｼﾞﾝｷ 萩西中
共通男子3000m 720 平岡　大成 3 ﾋﾗｵｶ ﾀｲｾｲ 下関菊川中
共通男子3000m 392 徳富　颯馬 3 ﾄｸﾄﾐ ｿｳﾏ 上宇部中
共通男子3000m 566 泉山　隼人 2 ｲｽﾞﾐﾔﾏ ﾊﾔﾄ 萩東中
共通男子3000m 153 野田　瑛吾 3 ﾉﾀﾞ ｴｲｺﾞ 深川中
共通男子3000m 867 河野鼓太郎 3 ｶﾜﾉ ｺﾀﾛｳ 萩東中
共通男子3000m 915 今橋　悠斗 3 ｲﾏﾊｼ ﾕｳﾄ 柳井中
共通男子3000m 740 田中　直也 3 ﾀﾅｶ ﾅｵﾔ 常盤中
共通男子3000m 1286 村田　桂晨 2 ﾑﾗﾀ ｹｲｼﾝ 西岐波中
共通男子3000m 1169 東　蓮 2 ｱｽﾞﾏ ﾚﾝ 下関中等
共通男子3000m 798 野上　永遠 3 ﾉｶﾞﾐ ﾄﾜ 東部中
共通男子3000m 522 川原　雄真 3 ｶﾜﾊﾗ ﾕｳﾏ 高千帆中



種目 ﾅﾝﾊﾞｰｶｰﾄﾞ 氏名 学年 ﾌﾘｶﾞﾅ 所属
共通男子110mH(0.914m) 815 池田　悠真 3 ｲｹﾀﾞ ﾕｳﾏ 垢田中
共通男子110mH(0.914m) 344 黒川　和樹 3 ｸﾛｶﾜ ｶｽﾞｷ 長成中
共通男子110mH(0.914m) 204 京井　一馬 3 ｷｮｳｲ ｶｽﾞﾏ 徳地中
共通男子110mH(0.914m) 1310 神代　隼輝 3 ｺｳｼﾛ ﾄｼｷ 熊毛中
共通男子110mH(0.914m) 96 山根 翔太 3 ﾔﾏﾈ ｼｮｳﾀ むつみ中
共通男子110mH(0.914m) 785 寄川　晃生 3 ﾖﾘｶﾜ ｺｳｾｲ 島田中
共通男子110mH(0.914m) 60 中村　隆康 2 ﾅｶﾑﾗ ﾘｭｳｺｳ むつみ中
共通男子110mH(0.914m) 240 安野　巨海 3 ﾔｽﾉ ﾅｵﾐ 向洋中
共通男子110mH(0.914m) 258 中野　拓斗 3 ﾅｶﾉ ﾋﾛﾄ 長府中
共通男子110mH(0.914m) 1311 野田良太郎 3 ﾉﾀﾞ ﾘｮｳﾀﾛｳ 熊毛中
共通男子110mH(0.914m) 736 小田村匠馬 3 ｵﾀﾞﾑﾗ ﾀｸﾏ 常盤中
共通男子110mH(0.914m) 444 恵美須智矢 3 ｴﾋﾞｽ ﾄﾓﾔ 厚南中
共通男子110mH(0.914m) 834 伊東　史哉 3 ｲﾄｳ ﾌﾐﾔ 垢田中
共通男子110mH(0.914m) 564 阿部　恵心 2 ｱﾍﾞ ｹｲｼﾝ 萩東中
共通男子110mH(0.914m) 207 草野　隆真 3 ｸｻﾉ ﾘｭｳﾏ 川中中
共通男子110mH(0.914m) 124 岡本　颯汰 3 ｵｶﾓﾄ ｿｳﾀ 長府中
共通男子110mH(0.914m) 446 森下　航成 2 ﾓﾘｼﾀ ｺｳｾｲ 萩西中
共通男子110mH(0.914m) 276 上野　誠悟 2 ｳｴﾉ ｾｲｺﾞ 華陽中
共通男子110mH(0.914m) 502 村上　悠 2 ﾑﾗｶﾐ ﾕｳ 山の田中
共通男子110mH(0.914m) 443 竹下　耀星 2 ﾀｹｼﾀ ﾖｳｾｲ 萩西中
共通男子110mH(0.914m) 66 磯村 晃良 3 ｲｿﾑﾗ ｱｷﾗ むつみ中
共通男子110mH(0.914m) 441 内野　岬塔 2 ｳﾁﾉ ﾚﾄ 萩西中
共通男子110mH(0.914m) 1104 林山　太一 3 ﾊﾔｼﾔﾏ ﾀｲﾁ 室積中
共通男子110mH(0.914m) 415 阪本　朱利 2 ｻｶﾓﾄ ｼｭﾘ 上宇部中
共通男子110mH(0.914m) 114 濱野　俊介 3 ﾊﾏﾉ ｼｭﾝｽｹ 光井中
共通男子110mH(0.914m) 555 藤野　有起 3 ﾌｼﾞﾉ ﾕｳｷ 藤山中
共通男子110mH(0.914m) 1193 渡邉　拓基 3 ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾋﾛｷ 福川中
共通男子110mH(0.914m) 1075 花岡　大智 2 ﾊﾅｵｶ ﾀﾞｲﾁ 高川学園
共通男子110mH(0.914m) 558 二宮　大翔 2 ﾆﾉﾐﾔ ﾋﾛﾄ 萩東中
共通男子4X100mR 熊毛中 熊毛中
共通男子4X100mR 岐陽中 岐陽中
共通男子4X100mR 川中中 川中中
共通男子4X100mR 長成中 長成中
共通男子4X100mR 下関中等 下関中等
共通男子4X100mR 鴻南中 鴻南中
共通男子4X100mR 上宇部中 上宇部中
共通男子4X100mR 桜田中 桜田中
共通男子4X100mR 黒石中 黒石中
共通男子4X100mR 末武中 末武中
共通男子4X100mR 向洋中 向洋中
共通男子4X100mR 日新中 日新中
共通男子4X100mR 周陽中 周陽中
共通男子4X100mR 小郡中 小郡中
共通男子4X100mR むつみ中 むつみ中
共通男子4X100mR 厚南中 厚南中
共通男子4X100mR 長府中 長府中
共通男子4X100mR 大島中 大島中
共通男子4X100mR 大内中 大内中
共通男子4X100mR 下関菊川中 下関菊川中
共通男子4X100mR 国府中 国府中
共通男子4X100mR 垢田中 垢田中



種目 ﾅﾝﾊﾞｰｶｰﾄﾞ 氏名 学年 ﾌﾘｶﾞﾅ 所属
共通男子走高跳 1427 村岡　泰成 3 ﾑﾗｵｶ ﾀｲｾｲ 大島中
共通男子走高跳 286 竹本　竜也 3 ﾀｹﾓﾄ ﾀﾂﾔ 大嶺中
共通男子走高跳 1296 馬越　太基 3 ｳﾏｺｼ ﾀｲｷ 東和中
共通男子走高跳 212 原田　和熙 3 ﾊﾗﾀﾞ ｶｽﾞｷ 小野田中
共通男子走高跳 1417 林　留唯斗 3 ﾊﾔｼ ﾙｲﾄ 大島中
共通男子走高跳 772 玉野　翔也 2 ﾀﾏﾉ ｼｮｳﾔ 田布施中
共通男子走高跳 332 藤井　誠 2 ﾌｼﾞｲ ﾏｺﾄ 桜田中
共通男子走高跳 1101 間竹　勇登 3 ﾏﾀｹ ﾕｳﾄ 室積中
共通男子走高跳 1078 河口　勝 3 ｶﾜｸﾞﾁ ﾏｻﾙ 小郡中
共通男子走高跳 270 松原　稜聖 3 ﾏﾂﾊﾞﾗ ﾘｮｳｾｲ 彦島中
共通男子走高跳 67 岩武 智熙 3 ｲﾜﾀｹ ﾄｼｷ むつみ中
共通男子走高跳 1711 田中　大成 3 ﾀﾅｶ ﾀｲｾｲ 柳井中
共通男子走高跳 1333 木浦　翔 3 ｷｳﾗ ｼｮｳ 川下中
共通男子走高跳 780 石原隆之介 3 ｲｼﾊﾗ ﾘｭｳﾉｽｹ 島田中
共通男子走高跳 1490 黒田　直人 3 ｸﾛﾀﾞ ﾅｵﾄ 周陽中
共通男子走高跳 1270 加川　智啓 2 ｶｶﾞﾜ ﾁﾋﾛ 竜王中
共通男子走高跳 33 守永　倫 3 ﾓﾘﾅｶﾞ ﾘﾝ 旭中
共通男子走高跳 236 芦川　雄一 3 ﾖｼｶﾜ ﾕｳｲﾁ 小野田中
共通男子棒高跳 166 御園生直希 3 ﾐｿﾉｵ ﾅｵｷ 華陽中
共通男子棒高跳 169 伊藤　武琉 3 ｲﾄｳ ﾀｹﾙ 華陽中
共通男子棒高跳 178 佐鹿　恭平 3 ｻｼﾞｶ ｷｮｳﾍｲ 華陽中
共通男子棒高跳 151 綿貫　翔太 3 ﾜﾀﾇｷ ｼｮｳﾀ 華陽中
共通男子棒高跳 1487 實近　伸輝 3 ｻﾈﾁｶ ﾉﾌﾞｷ 周陽中
共通男子棒高跳 780 石原隆之介 3 ｲｼﾊﾗ ﾘｭｳﾉｽｹ 島田中
共通男子棒高跳 629 御園生健太 3 ﾐｿﾉｵ ｹﾝﾀ 華陽中
共通男子棒高跳 1704 福田　凌大 3 ﾌｸﾀﾞ ﾘｮｳﾀ 華陽中
共通男子棒高跳 1309 沖田　悠介 3 ｵｷﾀ ﾕｳｽｹ 熊毛中
共通男子棒高跳 175 小田草尚輝 3 ｵﾀﾞｸｻ ﾅｵｷ 華陽中
共通男子棒高跳 173 吉武　魁星 3 ﾖｼﾀｹ ｶｲｾｲ 華陽中
共通男子棒高跳 164 藤松　秀人 3 ﾌｼﾞﾏﾂ ｼｭｳﾄ 華陽中



種目 ﾅﾝﾊﾞｰｶｰﾄﾞ 氏名 学年 ﾌﾘｶﾞﾅ 所属
共通男子走幅跳 1640 宮瀬　巧斗 3 ﾐﾔｾ ｺｳｼﾝ 上宇部中
共通男子走幅跳 34 橋本　雅也 3 ﾊｼﾓﾄ ﾏｻﾔ 光井中
共通男子走幅跳 25 佐伯　亮汰 3 ｻｴｷ ﾘｮｳﾀ 川中中
共通男子走幅跳 1129 松本　裕太 2 ﾏﾂﾓﾄ ﾕｳﾀ 熊毛中
共通男子走幅跳 376 藤永涼太郎 2 ﾌｼﾞﾅｶﾞ ﾘｮｳﾀﾛｳ 日新中
共通男子走幅跳 713 名郷　達哉 3 ﾅｺﾞｳ ﾀﾂﾔ 下関菊川中
共通男子走幅跳 1316 山本　昂輝 3 ﾔﾏﾓﾄ ｺｳｷ 熊毛中
共通男子走幅跳 730 河杉　公平 3 ｶﾜｽｷﾞ ｺｳﾍｲ 野田学園
共通男子走幅跳 729 岡村　周汰 3 ｵｶﾑﾗ ｼｭｳﾀ 野田学園
共通男子走幅跳 243 谷野　優作 3 ﾀﾆﾉ ﾕｳｻｸ 向洋中
共通男子走幅跳 707 宮本　凌我 3 ﾐﾔﾓﾄ ﾘｮｳｶﾞ 右田中
共通男子走幅跳 98 森下　瑛仁 2 ﾓﾘｼﾀ ｱｷﾋﾄ 光井中
共通男子走幅跳 718 小田　歩 3 ｵﾀﾞ ｱﾕﾑ 下関菊川中
共通男子走幅跳 681 茨木　祥冶 3 ｲﾊﾞﾗｷ ｼｮｳﾔ 山の田中
共通男子走幅跳 1482 堺谷　大介 3 ｻｶｲﾀﾆ ﾀﾞｲｽｹ 周陽中
共通男子走幅跳 213 戸倉　倫 3 ﾄｸﾗ ﾘﾝ 小野田中
共通男子走幅跳 962 伊藤　輝 3 ｲﾄｳ ｱｷﾗ 勝山中
共通男子走幅跳 1150 倉重　翔 3 ｸﾗｼｹﾞ ｶｹﾙ 田布施中
共通男子走幅跳 112 山本　啓登 3 ﾔﾏﾓﾄ ｹｲﾄ 光井中
共通男子走幅跳 386 佐藤晃一朗 3 ｻﾄｳ ｺｳｲﾁﾛｳ 鴻南中
共通男子走幅跳 413 兼光　雄希 2 ｶﾈﾐﾂ ﾕｳｷ 上宇部中
共通男子走幅跳 766 入井　協平 3 ｲﾘｲ ｷｮｳﾍｲ 常盤中
共通男子走幅跳 1415 児島　祐希 3 ｺｼﾞﾏ ﾕｳｷ 大島中
共通男子走幅跳 116 中村　凌介 3 ﾅｶﾑﾗ ﾘｮｳｽｹ 光井中
共通男子走幅跳 1261 勝田　尚樹 2 ｶﾂﾀﾞ ﾅｵｷ 竜王中
共通男子走幅跳 93 佐藤　迅 2 ｻﾄｳ ｼﾞﾝ 宮野中
共通男子走幅跳 322 工藤　雅斗 3 ｸﾄﾞｳ ﾏｻﾄ 黒石中
共通男子走幅跳 1580 松原　凛斗 3 ﾏﾂﾊﾞﾗ ﾘﾝﾄ 福川中
共通男子走幅跳 1345 渥美　朔也 1 ｱﾂﾐ ｻｸﾔ 東和中
共通男子走幅跳 809 伊藤　陽太 1 ｲﾄｳ ﾋﾅﾀ 川西中
共通男子走幅跳 786 田中　駿平 2 ﾀﾅｶ ｼｭﾝﾍﾟｲ 柳井中
共通男子走幅跳 1093 原田　凌 2 ﾊﾗﾀﾞ ﾘｮｳ 末武中
共通男子走幅跳 134 鈴木　新一 3 ｽｽﾞｷ ｼﾝｲﾁ 福栄中
共通男子走幅跳 1409 石元　光輝 3 ｲｼﾓﾄ ｺｳｷ 大島中
共通男子走幅跳 1393 木村　将太 1 ｷﾑﾗ ｼｮｳﾀ 岐陽中
共通男子走幅跳 27 宇津宮　翼 3 ｳﾂﾉﾐﾔ ﾂﾊﾞｻ 福栄中
共通男子走幅跳 1219 富本　愛樹 3 ﾄﾐﾓﾄ ﾏｻｷ 川中中
共通男子走幅跳 97 吉松　駿冶 3 ﾖｼﾏﾂ ｼｭﾝﾔ むつみ中
共通男子走幅跳 559 磯部　優貴 3 ｲｿﾍﾞ ﾕｳｷ 藤山中



種目 ﾅﾝﾊﾞｰｶｰﾄﾞ 氏名 学年 ﾌﾘｶﾞﾅ 所属
共通男子砲丸投(5.000kg) 390 梶川　佑 3 ｶｼﾞｶﾜ ﾕｳ 上宇部中
共通男子砲丸投(5.000kg) 1486 佐古　嵐 3 ｻｺ ｱﾗｼ 周陽中
共通男子砲丸投(5.000kg) 130 岡村　拓真 3 ｵｶﾑﾗ ﾀｸﾏ 福栄中
共通男子砲丸投(5.000kg) 807 伊東　博哉 3 ｲﾄｳ ﾋﾛﾔ 垢田中
共通男子砲丸投(5.000kg) 567 平田　一貴 3 ﾋﾗﾀ ｶｽﾞｷ 浅江中
共通男子砲丸投(5.000kg) 495 仲岡　晃太 2 ﾅｶｵｶ ｺｳﾀ 山の田中
共通男子砲丸投(5.000kg) 1400 笹尾　圭悟 3 ｻｻｵ ｹｲｺﾞ 竜王中
共通男子砲丸投(5.000kg) 560 松根　秀 3 ﾏﾂﾈ ｼｭｳ 浅江中
共通男子砲丸投(5.000kg) 1264 西嶋　俊哉 3 ﾆｼｼﾞﾏ ｼｭﾝﾔ 佐波中
共通男子砲丸投(5.000kg) 528 居原　照高 2 ｲﾊﾗ ﾃﾙﾀｶ 川中中
共通男子砲丸投(5.000kg) 898 小坂　佑典 3 ｺｻｶ ﾕｳｽｹ 東岐波中
共通男子砲丸投(5.000kg) 65 兼原　響 3 ｶﾈﾊﾗ ｷｮｳ 阿武中
共通男子砲丸投(5.000kg) 1312 元森　幸彦 3 ﾓﾄﾓﾘ ﾕｷﾋｺ 熊毛中
共通男子砲丸投(5.000kg) 888 佐藤　誠 3 ｻﾄｳ ﾏｺﾄ 東岐波中
共通男子砲丸投(5.000kg) 209 山本　知宙 2 ﾔﾏﾓﾄ ﾁﾋﾛ 室積中
共通男子砲丸投(5.000kg) 620 冨田　悠介 3 ﾄﾐﾀ ﾕｳｽｹ 玄洋中
共通男子砲丸投(5.000kg) 1196 梁井　大希 3 ﾔﾅｲ ﾋﾛｷ 福川中
共通男子砲丸投(5.000kg) 704 市川　尋斗 3 ｲﾁｶﾜ ﾋﾛﾄ 右田中
共通男子砲丸投(5.000kg) 336 黒木　壮汰 ｸﾛｷ ｿｳﾀ 桜田中
共通男子砲丸投(5.000kg) 394 内海　夏杜 2 ｳﾁｳﾐ ﾅﾂﾄ 旭中
共通男子砲丸投(5.000kg) 362 土田　慎二 2 ﾂﾁﾀﾞ ｼﾝｼﾞ 日新中
共通男子砲丸投(5.000kg) 133 山中　蒼大 1 ﾔﾏﾅｶ ｿｳﾀ 富田中
共通男子砲丸投(5.000kg) 467 前田　新 1 ﾏｴﾀﾞ ｱﾗﾀ 彦島中
共通男子四種競技(男子) 67 岩武 智熙 3 ｲﾜﾀｹ ﾄｼｷ むつみ中
共通男子四種競技(男子) 72 金田 悠介 3 ｶﾅﾀﾞ ﾕｳｽｹ むつみ中
共通男子四種競技(男子) 134 鈴木　新一 3 ｽｽﾞｷ ｼﾝｲﾁ 福栄中
共通男子四種競技(男子) 186 松原　拓昌 3 ﾏﾂﾊﾞﾗ ﾀｸﾏｻ 徳地中
共通男子四種競技(男子) 306 真崎　陽向 2 ﾏｻｷ ﾋﾅﾀ 長成中
共通男子四種競技(男子) 344 黒川　和樹 3 ｸﾛｶﾜ ｶｽﾞｷ 長成中
共通男子四種競技(男子) 554 中村　壮 3 ﾅｶﾑﾗ ｿｳ 藤山中
共通男子四種競技(男子) 558 二宮　大翔 2 ﾆﾉﾐﾔ ﾋﾛﾄ 萩東中
共通男子四種競技(男子) 564 阿部　恵心 2 ｱﾍﾞ ｹｲｼﾝ 萩東中
共通男子四種競技(男子) 647 水谷壮一朗 2 ﾐｽﾞﾀﾆ ｿｳｲﾁﾛｳ 浅江中
共通男子四種競技(男子) 1101 間竹　勇登 3 ﾏﾀｹ ﾕｳﾄ 室積中
共通男子四種競技(男子) 1274 松岡　幸波 3 ﾏﾂｵｶ ｺｳﾊ 徳地中
共通男子四種競技(男子) 1311 野田良太郎 3 ﾉﾀﾞ ﾘｮｳﾀﾛｳ 熊毛中
共通男子四種競技(男子) 1526 緒方　力也 3 ｵｶﾞﾀ ﾘｷﾔ 麻里布中



種目 ﾅﾝﾊﾞｰｶｰﾄﾞ 氏名 学年 ﾌﾘｶﾞﾅ 所属
1年女子100m 10 青木　優奈 1 ｱｵｷ ﾕﾅ 岐陽中
1年女子100m 40 小橋　璃子 1 ｺﾊﾞｼ ﾘｺ 萩西中
1年女子100m 153 工藤　琉楠 1 ｸﾄﾞｳ ﾙﾅ 勝山中
1年女子100m 131 網本　京佳 1 ｱﾐﾓﾄ ｷｮｳｶ 向洋中
1年女子100m 130 藤田　紗菖 1 ﾌｼﾞﾀ ｻｱﾔ 向洋中
1年女子100m 7 徳田　芽依 1 ﾄｸﾀﾞ ﾒｲ 山の田中
1年女子100m 128 長野　杏華 1 ﾅｶﾞﾉ ｷｮｳｶ 向洋中
1年女子100m 37 井上　茉優 1 ｲﾉｳｴ ﾏﾋﾛ 白石中
1年女子100m 101 相本　紫苑 1 ｱｲﾓﾄ ｼｵﾝ 田布施中
1年女子100m 14 林　美沙 1 ﾊﾔｼ ﾐｻ 島田中
1年女子100m 919 市原　怜華 1 ｲﾁﾉﾊﾗ ﾚｲｶ 川中中
1年女子100m 337 重政　朱里 1 ｼｹﾞﾏｻ ｱｶﾘ 末武中
1年女子100m 13 萩本　莉帆 1 ﾊｷﾞﾓﾄ ﾘﾎ 浅江中
1年女子100m 278 吉田　千夏 1 ﾖｼﾀﾞ ﾁﾅﾂ 長成中
1年女子100m 20 三島　夕芽 1 ﾐｼﾏ ﾕﾒ 島田中
1年女子100m 25 崎本　楓華 1 ｻｷﾓﾄ ﾌｳｶ 島田中
1年女子100m 1006 清水　楓 1 ｼﾐｽﾞ ｶｴﾃﾞ 岐陽中
1年女子100m 814 藤村　奈魅 1 ﾌｼﾞﾑﾗ ﾅﾐ 周陽中
1年女子100m 90 矢頭　愛菜 1 ﾔｶﾞｼﾗ ｱｲﾅ 田布施中
1年女子100m 200 田中　愛梨 1 ﾀﾅｶ ｱｲﾘ 下関菊川中
1年女子100m 29 井本　早紀 1 ｲﾓﾄ ｻｷ 附属光中
1年女子100m 97 水田ほのか 1 ﾐｽﾞﾀ ﾎﾉｶ 田布施中
1年女子100m 135 工藤　琉楓 1 ｸﾄﾞｳ ﾙｶ 勝山中
1年女子100m 1082 塚田　亜美 1 ﾂｶﾀﾞ ｱﾐ 小郡中
1年女子100m 448 林　真衣 1 ﾊﾔｼ ﾏｲ 桑山中
1年女子100m 946 岩井　優美 1 ｲﾜｲ ﾕｳﾐ 右田中
1年女子100m 354 上村　舞依 1 ｶﾐﾑﾗ ﾏｲ 萩東中
1年女子100m 467 藤井　優樹 1 ﾌｼﾞｲ ﾕｳｷ 長府中
1年女子100m 36 糸山　和花 1 ｲﾄﾔﾏ ﾉﾄﾞｶ 附属光中
1年女子100m 109 坂本　菜南 1 ｻｶﾓﾄ ﾅﾅﾐ 田布施中
1年女子100m 336 坂本　芹奈 1 ｻｶﾓﾄ ｾｲﾅ 末武中
1年女子100m 1291 武居　玲奈 1 ﾀｹｽｴ ﾚﾅ 東部中
1年女子100m 248 野口　結衣 1 ﾉｸﾞﾁ ﾕｲ 大嶺中
1年女子100m 77 藤永　蒼衣 1 ﾌｼﾞﾅｶﾞ ｱｵｲ 日新中
1年女子100m 810 中野　優花 1 ﾅｶﾉ ﾕｶ 周陽中
1年女子100m 1164 谷田　鈴奈 1 ﾀﾆﾀﾞ ｽｽﾞﾅ 浅江中
1年女子100m 201 井上　琴葉 1 ｲﾉｳｴ ｺﾄﾊ 下関菊川中
1年女子100m 1279 寺本　杏梨 1 ﾃﾗﾓﾄ ｱﾝﾘ 平生中
1年女子100m 1307 徳永葵乃里 1 ﾄｸﾅｶﾞ ｷﾉﾘ 太華中
1年女子100m 1010 原田　千鈴 1 ﾊﾗﾀﾞ ﾘﾝ 岐陽中
1年女子100m 1099 岡村保菜美 1 ｵｶﾑﾗ ﾎﾅﾐ 旭中
1年女子100m 477 柴田　愛 1 ｼﾊﾞﾀ ｱｲ 彦島中
1年女子100m 1025 河口　晴香 1 ｶﾜｸﾞﾁ ﾊﾙｶ 佐波中
1年女子100m 435 山本ほのか 1 ﾔﾏﾓﾄ ﾎﾉｶ 桑山中
1年女子100m 1141 中原　寿梨 1 ﾅｶﾊﾗ ｼｭﾘ 山の田中
1年女子100m 1028 丸林　利緒 1 ﾏﾙﾊﾞﾔｼ ﾘｵ 佐波中
1年女子100m 761 高田　優羽 1 ﾀｶﾀﾞ ﾕｳ 西岐波中
1年女子100m 519 伊藤　麻衣 1 ｲﾄｳ ﾏｲ 萩西中
1年女子100m 85 佐伯　心南 1 ｻｴｷ ｺｺﾅ むつみ中
1年女子100m 1100 児玉　幸咲 1 ｺﾀﾞﾏ ﾐｻｷ 旭中
1年女子100m 781 井上　世羅 1 ｲﾉｳｴ ｾﾗ 鴻南中
1年女子100m 828 柳瀬　彩乃 1 ﾔﾅｾ ｱﾔﾉ 深川中
1年女子100m 1269 米田有里彩 1 ﾖﾈﾀﾞ ｱﾘｻ 岩国中
1年女子100m 1091 岡村　利音 1 ｵｶﾑﾗ ﾘｵﾝ 小郡中
1年女子100m 1122 入屋　瑠菜 1 ｲﾘﾔ ﾙﾅ 大内中
1年女子100m 1374 野村　芽依 1 ﾉﾑﾗ ﾒｲ 竜王中
1年女子100m 880 松野　沙香 1 ﾏﾂﾉ ｻﾔｶ 川中中



種目 ﾅﾝﾊﾞｰｶｰﾄﾞ 氏名 学年 ﾌﾘｶﾞﾅ 所属
1年女子100m 1120 湯本　乃映 1 ﾕﾓﾄ ﾉｴ 大内中
1年女子100m 1366 岡谷　理沙 1 ｵｶﾀﾆ ﾘｻ 藤山中
1年女子100m 908 山村　采 1 ﾔﾏﾑﾗ ｻﾔ 川中中
1年女子100m 1242 野村　佳音 1 ﾉﾑﾗ ｶﾉﾝ 高千帆中
1年女子100m 1351 木川　寿海 1 ｷｶﾞﾜ ｺﾄﾐ 下関中等
1年女子100m 178 山縣　真愛 1 ﾔﾏｶﾞﾀ ﾏﾅ 室積中
1年女子100m 1278 尾髙　柚月 1 ｵﾀﾞｶ ﾕﾂﾞｷ 東和中
1年女子100m 291 中村　美咲 1 ﾅｶﾑﾗ ﾐｻｷ 福栄中
1年女子100m 68 桝村　希実 1 ﾏｽﾑﾗ ﾉｿﾞﾐ 秋穂中
1年女子100m 473 古屋　璃子 1 ﾌﾙﾔ ﾘｺ 小野田中
1年女子100m 1226 堀　来夢 1 ﾎﾘ ｸﾙﾑ 野田学園
1年女子100m 165 来栖　彩菜 1 ｸﾙｽ ｱﾔﾅ 富田中
1年女子100m 183 國澤　真花 1 ｸﾆｻﾜ ﾏﾉｶ 深川中
1年女子100m 595 深田　友美 1 ﾌｶﾀﾞ ﾄﾓﾐ 桜田中
1年女子100m 53 新井あづみ 2 ｱﾗｲ ｱﾂﾞﾐ 秋芳中
1年女子100m 416 木田聖梨那 1 ｷﾀﾞ ｾﾘﾅ 厚南中
1年女子100m 1217 藤岡　舞優 1 ﾌｼﾞｵｶ ﾏﾕ 常盤中



種目 ﾅﾝﾊﾞｰｶｰﾄﾞ 氏名 学年 ﾌﾘｶﾞﾅ 所属
2年女子100m 788 隅田　彩乃 2 ｽﾐﾀﾞ ｱﾔﾉ 田布施中
2年女子100m 884 佐々木愛歩 2 ｻｻｷ ﾁｶﾎ 下関菊川中
2年女子100m 344 岩上　采奈 2 ｲﾜｶﾞﾐ ｱﾔﾅ 常盤中
2年女子100m 44 高野　桃伽 2 ﾀｶﾉ ﾓﾓｶ 浅江中
2年女子100m 786 福光　由佳 2 ﾌｸﾐﾂ ﾕｶ 田布施中
2年女子100m 63 河野　素実 2 ｶﾜﾉ ﾓﾄﾐ 福栄中
2年女子100m 396 高嶋　瞳子 2 ﾀｶｼﾏ ﾄｳｺ 佐波中
2年女子100m 640 上野　茅紗 2 ｳｴﾉ ﾁｻ 岐陽中
2年女子100m 538 松永　悠乃 2 ﾏﾂﾅｶﾞ ﾊﾙﾉ 垢田中
2年女子100m 550 横田　蒼 2 ﾖｺﾀ ｱｵｲ 川中中
2年女子100m 1260 フェアリーメイヤ 2 ﾌｪｱﾘｰ ﾒｲﾔ 麻里布中
2年女子100m 1040 渡辺くるみ 2 ﾜﾀﾅﾍﾞ ｸﾙﾐ 末武中
2年女子100m 33 福重　百絵 2 ﾌｸｼｹﾞ ﾓｴ 岐陽中
2年女子100m 830 木本　羽奏 2 ｷﾓﾄ ﾜｶﾅ 桑山中
2年女子100m 567 赤塚　愛菜 2 ｱｶﾂｶ ｱｲﾅ 周陽中
2年女子100m 659 坂本　那帆 2 ｻｶﾓﾄ ﾅﾎ 萩東中
2年女子100m 479 才田　朱莉 2 ｻｲﾀ ｱｶﾘ 小郡中
2年女子100m 896 常信　里瑚 2 ﾂﾈﾉﾌﾞ ﾘｺ 玄洋中
2年女子100m 732 黒澤　律奈 2 ｸﾛｻﾜ ﾘﾂﾅ 東岐波中
2年女子100m 865 梶木　遥 2 ｶｼﾞｷ ﾊﾙｶ 鴻南中
2年女子100m 667 中田　穂紀 2 ﾅｶﾀ ﾎﾉﾘ 勝山中
2年女子100m 1614 本田　芽吹 2 ﾎﾝﾀﾞ ﾒﾌﾞｷ 大殿中
2年女子100m 162 田川　靖子 2 ﾀｶﾞﾜ ﾔｽｺ 勝山中
2年女子100m 237 藤井　日菜 2 ﾌｼﾞｲ ﾋﾅ 富田中
2年女子100m 742 梶本　玲奈 2 ｶｼﾞﾓﾄ ﾚｲﾅ 東部中
2年女子100m 1218 塩川　裕子 2 ｼｵｶﾜ ﾕｳｺ 下関中等
2年女子100m 1320 青井香奈実 2 ｱｵｲ ｶﾅﾐ 西岐波中
2年女子100m 1037 磯部　文美 2 ｲｿﾍﾞ ｱﾔﾐ 川中中
2年女子100m 267 杉山　彩 2 ｽｷﾞﾔﾏ ｱﾔ 富田中
2年女子100m 637 藤中　莉乃 2 ﾌｼﾞﾅｶ ﾘﾉ 岐陽中
2年女子100m 763 大竹　理子 2 ｵｵﾀｹ ﾘｺ 長府中
2年女子100m 759 鳥野　優 2 ﾄﾘﾉ ﾕｳ 東部中
2年女子100m 174 久原　愛真 2 ｸﾊﾗ ｴﾏ 長成中
2年女子100m 288 中村　円香 2 ﾅｶﾑﾗ ﾏﾄﾞｶ 富田中
2年女子100m 436 末武　香織 2 ｽｴﾀｹ ｶｵﾘ 小郡中
2年女子100m 1018 花岡　奈波 2 ﾊﾅｵｶ ﾅﾅﾐ 高川学園
2年女子100m 733 竹中　莉子 2 ﾀｹﾅｶ ﾘｺ 東岐波中
2年女子100m 685 松永　侑莉 2 ﾏﾂﾅｶﾞ ﾕﾘ 右田中
2年女子100m 314 國知　愛実 2 ｸﾆﾁ ﾏﾅﾐ 長府中
2年女子100m 1054 尾林　菜月 2 ｵﾊﾞﾔｼ ﾅﾂｷ 末武中
2年女子100m 4 大井こるり 2 ｵｵｲ ｺﾙﾘ むつみ中
2年女子100m 1086 川中　琴花 2 ｶﾜﾅｶ ｺﾄｶ 岩国中
2年女子100m 405 新井　結友 2 ｱﾗｲ ﾕｳ 佐波中
2年女子100m 697 三浦　萌華 2 ﾐｳﾗ ﾓｴｶ 深川中
2年女子100m 151 友貞　里紗 2 ﾄﾓｻﾀﾞ ﾘｻ 室積中
2年女子100m 1132 守田　楓 2 ﾓﾘﾀ ｶｴﾃﾞ 附属光中
2年女子100m 1119 有間　舞 2 ｱﾘﾏ ﾏｲ 熊毛中
2年女子100m 833 中村　愛梨 2 ﾅｶﾑﾗ ｱｲﾘ 福川中
2年女子100m 406 中川　彩音 2 ﾅｶｶﾞﾜ ｱﾔﾈ 桜田中



種目 ﾅﾝﾊﾞｰｶｰﾄﾞ 氏名 学年 ﾌﾘｶﾞﾅ 所属
3年女子100m 601 佐川　萌香 3 ｻｶﾞﾜ ﾓｴｶ 島田中
3年女子100m 543 大歳　美空 3 ｵｵﾄｼ ﾐｸ 岐陽中
3年女子100m 706 湯本　知歩 3 ﾕﾓﾄ ﾁﾎ 大内中
3年女子100m 236 坪倉　沙和 3 ﾂﾎﾞｸﾗ ｻﾜ 長府中
3年女子100m 586 福永　真己 3 ﾌｸﾅｶﾞ ﾏｷ 下関菊川中
3年女子100m 1157 東原可那子 3 ﾋｶﾞｼﾊﾗ ｶﾅｺ 竜王中
3年女子100m 608 岡野　綾 3 ｵｶﾉ ｱﾔ 東部中
3年女子100m 885 藤田　汐音 3 ﾌｼﾞﾀ ｼｵﾝ 小郡中
3年女子100m 430 渡邊　華奈 3 ﾜﾀﾅﾍﾞ ｶﾅ 浅江中
3年女子100m 561 中嶋　志乃 3 ﾅｶｼﾏ ｼﾉ 山の田中
3年女子100m 1110 大森　華夏 3 ｵｵﾓﾘ ﾊﾅｶ 川下中
3年女子100m 1152 伊達　咲良 3 ﾀﾞﾃ ｻｸﾗ 竜王中
3年女子100m 886 川上　琴音 3 ｶﾜｶﾐ ｺﾄﾈ 小郡中
3年女子100m 861 髙橋由梨亜 3 ﾀｶﾊｼ ﾕﾘｱ 太華中
3年女子100m 985 渡邊こころ 3 ﾜﾀﾅﾍﾞ ｺｺﾛ 川中中
3年女子100m 493 渡辺　美優 3 ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾐﾕ 富田中
3年女子100m 536 磯永　悠 3 ｲｿﾅｶﾞ ﾊﾙｶ 岐陽中
3年女子100m 3 宮本　菜摘 3 ﾐﾔﾓﾄ ﾅﾂﾐ 周陽中
3年女子100m 1159 吉村　菜穂 3 ﾖｼﾑﾗ ﾅｵ 竜王中
3年女子100m 888 城市　彩那 3 ｼﾞｮｳｲﾁ ｱﾔﾅ 小郡中
3年女子100m 249 藤原　有李 3 ﾌｼﾞﾜﾗ ﾕﾘ 鴻南中
3年女子100m 517 下山　知優 3 ｼﾓﾔﾏ ﾁﾋﾛ 平田中
3年女子100m 569 伊賀　彩佳 3 ｲｶﾞ ｱﾔｶ 山の田中
3年女子100m 434 福島　遥 3 ﾌｸｼﾏ ﾊﾙｶ 浅江中
3年女子100m 611 林　菜乃子 3 ﾊﾔｼ ﾅﾉｺ 東部中
3年女子100m 594 山田　真子 3 ﾔﾏﾀﾞ ﾏｺ 常盤中
3年女子100m 91 竹岡　知愛 3 ﾀｹｵｶ ﾁｱ 勝山中
3年女子100m 663 藤井　美里 3 ﾌｼﾞｲ ﾐｻﾄ 萩東中
3年女子100m 238 中尾　柚文 3 ﾅｶｵ ﾕﾌﾐ 長府中
3年女子100m 223 武市英里香 3 ﾀｹｲﾁ ｴﾘｶ 長成中
3年女子100m 258 深田 美香 3 ﾌｶﾀﾞ ﾐｶ 桜田中
3年女子100m 902 田村　梨央 3 ﾀﾑﾗ ﾘｵ 末武中
3年女子100m 190 藤井　美海 3 ﾌｼﾞｲ ﾐｳ 長府中
3年女子100m 971 田中　優歌 3 ﾀﾅｶ ﾕｳｶ 川中中
3年女子100m 1581 窪田　楓 3 ｸﾎﾞﾀ ｶｴﾃﾞ 末武中
3年女子100m 723 瀧本　朱音 3 ﾀｷﾓﾄ ｱｶﾈ 勝山中
3年女子100m 457 山田　遥華 3 ﾔﾏﾀﾞ ﾊﾙｶ 西岐波中
3年女子100m 198 西嶋　千暁 3 ﾆｼｼﾞﾏ ﾁｱｷ 大嶺中
3年女子100m 1078 中野　華音 3 ﾅｶﾉ ｶﾉﾝ 彦島中
3年女子100m 136 安仲　朝美 3 ﾔｽﾅｶ ｱｻﾐ 華陽中
3年女子100m 563 荒川　史帆 3 ｱﾗｶﾜ ｼﾎ 山の田中
3年女子100m 269 村上　華子 3 ﾑﾗｶﾐ ﾊﾅｺ 厚南中
3年女子100m 26 浜崎　月菜 3 ﾊﾏｻｷ ﾙﾅ 大嶺中
3年女子100m 93 宮脇　蘭 3 ﾐﾔﾜｷ ﾗﾝ 長府中
3年女子100m 552 谷口　舞衣 3 ﾀﾆｸﾞﾁ ﾏｲ 岐陽中
3年女子100m 92 中野　恭伽 3 ﾅｶﾉ ｷｮｳｶ 久保中
3年女子100m 635 柳　美羽 3 ﾔﾅｷﾞ ﾐﾕ 桑山中
3年女子100m 979 島田　笑実 3 ｼﾏﾀﾞ ｴﾐ 川中中
3年女子100m 207 橋本　葵 3 ﾊｼﾓﾄ ｱｵｲ 黒石中
3年女子100m 564 酒井　優梨 3 ｻｶｲ ﾕﾘ 山の田中
3年女子100m 905 藤田　奈美 3 ﾌｼﾞﾀ ﾅﾐ 末武中
3年女子100m 937 光岡　亜美 3 ﾐﾂｵｶ ｱﾐ 日新中
3年女子100m 95 岩本　真奈 3 ｲﾜﾓﾄ ﾏﾅ 福栄中
3年女子100m 140 山尾　夏葵 3 ﾔﾏｵ ﾅﾂｷ 西岐波中
3年女子100m 537 田中　杏 3 ﾀﾅｶ ｱｽﾞ 岐陽中
3年女子100m 1057 大地田萌花 3 ｵｵﾁﾀﾞ ﾓｴｶ 熊毛中



種目 ﾅﾝﾊﾞｰｶｰﾄﾞ 氏名 学年 ﾌﾘｶﾞﾅ 所属
共通女子200m 985 渡邊こころ 3 ﾜﾀﾅﾍﾞ ｺｺﾛ 川中中
共通女子200m 788 隅田　彩乃 2 ｽﾐﾀﾞ ｱﾔﾉ 田布施中
共通女子200m 3 宮本　菜摘 3 ﾐﾔﾓﾄ ﾅﾂﾐ 周陽中
共通女子200m 190 藤井　美海 3 ﾌｼﾞｲ ﾐｳ 長府中
共通女子200m 543 大歳　美空 3 ｵｵﾄｼ ﾐｸ 岐陽中
共通女子200m 564 酒井　優梨 3 ｻｶｲ ﾕﾘ 山の田中
共通女子200m 44 高野　桃伽 2 ﾀｶﾉ ﾓﾓｶ 浅江中
共通女子200m 924 佐伯　美奈 3 ｻｴｷ ﾐﾅ 田布施中
共通女子200m 611 林　菜乃子 3 ﾊﾔｼ ﾅﾉｺ 東部中
共通女子200m 344 岩上　采奈 2 ｲﾜｶﾞﾐ ｱﾔﾅ 常盤中
共通女子200m 888 城市　彩那 3 ｼﾞｮｳｲﾁ ｱﾔﾅ 小郡中
共通女子200m 786 福光　由佳 2 ﾌｸﾐﾂ ﾕｶ 田布施中
共通女子200m 925 竹浦　万尋 3 ﾀｹｳﾗ ﾏﾋﾛ 田布施中
共通女子200m 396 高嶋　瞳子 2 ﾀｶｼﾏ ﾄｳｺ 佐波中
共通女子200m 1157 東原可那子 3 ﾋｶﾞｼﾊﾗ ｶﾅｺ 竜王中
共通女子200m 594 山田　真子 3 ﾔﾏﾀﾞ ﾏｺ 常盤中
共通女子200m 586 福永　真己 3 ﾌｸﾅｶﾞ ﾏｷ 下関菊川中
共通女子200m 1159 吉村　菜穂 3 ﾖｼﾑﾗ ﾅｵ 竜王中
共通女子200m 630 山本　冴弥 2 ﾔﾏﾓﾄ ｻｴﾅ 周陽中
共通女子200m 73 上野　愛実 3 ｳｴﾉ ﾏﾅﾐ 深川中
共通女子200m 10 青木　優奈 1 ｱｵｷ ﾕﾅ 岐陽中
共通女子200m 538 松永　悠乃 2 ﾏﾂﾅｶﾞ ﾊﾙﾉ 垢田中
共通女子200m 93 宮脇　蘭 3 ﾐﾔﾜｷ ﾗﾝ 長府中
共通女子200m 884 佐々木愛歩 2 ｻｻｷ ﾁｶﾎ 下関菊川中
共通女子200m 431 富田　芙由 3 ﾄﾐﾀ ﾌﾕ 浅江中
共通女子200m 830 木本　羽奏 2 ｷﾓﾄ ﾜｶﾅ 桑山中
共通女子200m 971 田中　優歌 3 ﾀﾅｶ ﾕｳｶ 川中中
共通女子200m 501 木本　杏樹 2 ｷﾓﾄ ｱﾝｼﾞｭ 小野田中
共通女子200m 969 倉重　幸菜 2 ｸﾗｼｹﾞ ｻﾁﾅ 太華中
共通女子200m 1085 相良　香帆 3 ｻｶﾞﾗ ｶﾎ 川下中
共通女子200m 353 松本　幸実 3 ﾏﾂﾓﾄ ﾖｼﾐ 高千帆中
共通女子200m 651 坪根　朋花 2 ﾂﾎﾞﾈ ﾄﾓｶ 浅江中
共通女子200m 444 水野　莉愛 3 ﾐｽﾞﾉ ﾘｱ 玄洋中
共通女子200m 222 萱野　真子 2 ｶﾔﾉ ﾏｺ 日新中
共通女子200m 7 徳田　芽依 1 ﾄｸﾀﾞ ﾒｲ 山の田中
共通女子200m 625 河内山清楓 3 ｺｳﾁﾔﾏ ｻﾔｶ 桑山中
共通女子200m 1046 高尾　柚紀 3 ﾀｶｵ ﾕｷ 東和中
共通女子200m 1064 石井日菜乃 3 ｲｼｲ ﾋﾅﾉ 熊毛中
共通女子200m 571 伊藤　千紘 3 ｲﾄｳ ﾁﾋﾛ 右田中
共通女子200m 233 中野　夏紀 3 ﾅｶﾉ ﾅﾂｷ 向洋中
共通女子200m 1055 四井　綾音 2 ﾖﾂｲ ｱﾔﾈ 彦島中
共通女子200m 845 稲田　真由 2 ｲﾅﾀﾞ ﾏﾕ 鴻南中
共通女子200m 179 深田　由衣 2 ﾌｶﾀﾞ ﾕｲ 桜田中
共通女子200m 203 野口　愛梨 3 ﾉｸﾞﾁ ｱｲﾘ 大嶺中



種目 ﾅﾝﾊﾞｰｶｰﾄﾞ 氏名 学年 ﾌﾘｶﾞﾅ 所属
共通女子400m 24 山村　愛美 3 ﾔﾏﾑﾗ ｱﾐ 川西中
共通女子400m 924 佐伯　美奈 3 ｻｴｷ ﾐﾅ 田布施中
共通女子400m 148 益田　夏鈴 3 ﾏｽﾀﾞ ｶﾘﾝ 室積中
共通女子400m 2 長田　知紗 2 ｵｻﾀﾞ ﾁｻ 富田中
共通女子400m 925 竹浦　万尋 3 ﾀｹｳﾗ ﾏﾋﾛ 田布施中
共通女子400m 549 猿渡春由香 3 ｻﾙﾜﾀﾘ ﾊﾕｶ 岐陽中
共通女子400m 726 平沼　桜花 3 ﾋﾗﾇﾏ ﾎﾉｶ 勝山中
共通女子400m 1210 蠣﨑　侑希 3 ｶｷｻﾞｷ ﾕｷ 周陽中
共通女子400m 555 神足　玲菜 3 ｺｳﾀﾘ ﾚｲﾅ 岐陽中
共通女子400m 289 深町　心咲 2 ﾌｶﾏﾁ ｺｺ 富田中
共通女子400m 537 田中　杏 3 ﾀﾅｶ ｱｽﾞ 岐陽中
共通女子400m 394 在木　優和 2 ｱﾘｷ ﾕｳﾅ 佐波中
共通女子400m 1014 今村　里桜 2 ｲﾏﾑﾗ ﾘｵ 平生中
共通女子400m 859 佐古　茉優 3 ｻｺ ﾏﾋﾛ 太華中
共通女子400m 1264 﨑野　愛理 3 ｻｷﾉ ｴﾘ 室積中
共通女子400m 1042 弘中　愛美 2 ﾋﾛﾅｶ ﾏﾅﾐ 末武中
共通女子400m 345 河村多惠子 2 ｶﾜﾑﾗ ﾀｴｺ 常盤中
共通女子400m 262 櫻井野々花 3 ｻｸﾗｲ ﾉﾉｶ 厚南中
共通女子400m 787 黒田　明梨 2 ｸﾛﾀﾞ ｱｶﾘ 田布施中
共通女子400m 173 長尾　和映 3 ﾅｶﾞｵ ｶｽﾞﾊ 向洋中
共通女子400m 287 森本　凜 2 ﾓﾘﾓﾄ ﾘﾝ 富田中
共通女子400m 1321 山根　桃華 2 ﾔﾏﾈ ﾓﾓｶ 西岐波中
共通女子400m 482 神田　愛夏 3 ｶﾝﾀﾞ ﾏﾅｶ 富田中
共通女子400m 1158 光井　佑里 3 ﾐﾂｲ ﾕｳﾘ 竜王中
共通女子400m 941 松岡　楓 3 ﾏﾂｵｶ ｶｴﾃﾞ 日新中
共通女子400m 134 松村　萌花 3 ﾏﾂﾑﾗ ﾓｴｶ 華陽中
共通女子400m 1133 好野　綾華 3 ﾖｼﾉ ｱﾔｶ 川下中
共通女子400m 274 原田ひより 3 ﾊﾗﾀﾞ ﾋﾖﾘ 国府中
共通女子400m 256 勝木　純奈 3 ｶﾂｷ ｼﾞｭﾝﾅ 上宇部中
共通女子400m 1553 猪熊　咲樹 3 ｲﾉｸﾏ ｻｷ 野田学園
共通女子400m 378 山本有季美 2 ﾔﾏﾓﾄ ﾕｷﾐ 萩西中
共通女子400m 889 岡本　彩聖 3 ｵｶﾓﾄ ｱﾔｾ 小郡中
共通女子400m 138 佐々木玲奈 2 ｻｻｷ ﾚｲﾅ 大和中
共通女子400m 106 中村　優 3 ﾅｶﾑﾗ ﾕｳ 福栄中
共通女子400m 659 坂本　那帆 2 ｻｶﾓﾄ ﾅﾎ 萩東中
共通女子400m 994 行田　万夏 2 ﾕｸﾀ ﾏﾅ 平生中
共通女子400m 495 中村　紗菜 3 ﾅｶﾑﾗ ｻﾅ 富田中
共通女子400m 307 福川江里奈 2 ﾌｸｶﾞﾜ ｴﾘﾅ 長府中



種目 ﾅﾝﾊﾞｰｶｰﾄﾞ 氏名 学年 ﾌﾘｶﾞﾅ 所属
1年女子800m 60 生本　鈴菜 1 ｲｹﾓﾄ ｽｽﾞﾅ 平生中
1年女子800m 126 岩﨑　莉子 1 ｲﾜｻｷ ﾘｺ 福川中
1年女子800m 298 町田　萌 1 ﾏﾁﾀﾞ ﾓｴ 東部中
1年女子800m 367 古川　千尋 1 ﾌﾙｶﾜ ﾁﾋﾛ 萩東中
1年女子800m 132 長津　青空 1 ﾅｶﾞﾂ ｿﾗ 向洋中
1年女子800m 922 西山　英莉 1 ﾆｼﾔﾏ ｴﾘ 国府中
1年女子800m 448 林　真衣 1 ﾊﾔｼ ﾏｲ 桑山中
1年女子800m 931 関谷　萌伽 1 ｾｷﾀﾆ ﾓｶ 国府中
1年女子800m 944 中村　結依 1 ﾅｶﾑﾗ ﾕｲ 国府中
1年女子800m 961 山本　凪 1 ﾔﾏﾓﾄ ﾅｷﾞ 右田中
1年女子800m 494 村上　蒼空 1 ﾑﾗｶﾐ ｿﾗ 富田中
1年女子800m 12 森山　瑚都 1 ﾓﾘﾔﾏ ｺﾄ 岐陽中
1年女子800m 1093 松根　史歩 1 ﾏﾂﾈ ｼﾎ 浅江中
1年女子800m 70 城山　紗葉 1 ｼﾛﾔﾏ ｽｽﾞﾊ 日新中
1年女子800m 1284 清中　真衣 1 ｷﾖﾅｶ ﾏｲ 平生中
1年女子800m 915 髙城　唯 1 ﾀｶｷﾞ ﾕｲ 川中中
1年女子800m 41 光國萌々子 1 ﾐﾂｸﾆ ﾓﾓｺ 萩西中
1年女子800m 1029 岡邉　百花 1 ｵｶﾍﾞ ﾓﾓｶ 佐波中
1年女子800m 28 山口　寿乃 1 ﾔﾏｸﾞﾁ ｼﾞｭﾅ 島田中
1年女子800m 428 山本　すず 1 ﾔﾏﾓﾄ ｽｽﾞ 桑山中
1年女子800m 492 吉長由梨花 1 ﾖｼﾅｶﾞ ﾕﾘｶ 富田中
1年女子800m 1309 石丸　郁良 1 ｲｼﾏﾙ ｲｸﾗ 太華中
1年女子800m 108 末岡　寿梨 1 ｽｴｵｶ ｼﾞｭﾘ 田布施中
1年女子800m 347 上野　鈴歩 1 ｳｴﾉ ｽｽﾞﾎ 萩東中
1年女子800m 1345 石田　真子 1 ｲｼﾀﾞ ﾏｺ 岐陽中
1年女子800m 1138 吉村なつ希 1 ﾖｼﾑﾗ ﾅﾂｷ 大内中
1年女子800m 1293 中野　美咲 1 ﾅｶﾉ ﾐｻｷ 東部中
1年女子800m 812 中原　好華 1 ﾅｶﾊﾗ ｺﾉｶ 周陽中
1年女子800m 602 弓長　すず 1 ﾕﾐﾅｶﾞ ｽｽﾞ 山の田中
1年女子800m 957 古谷　綾華 1 ﾌﾙﾀﾆ ｱﾔｶ 右田中
1年女子800m 768 三角紗季子 1 ﾐｽﾐ ｻｷｺ 西岐波中
1年女子800m 1104 田村陽香里 1 ﾀﾑﾗ ﾋｶﾘ 旭中
1年女子800m 1205 辻　唯花 1 ﾂｼﾞ ﾕｲｶ 常盤中
1年女子800m 1375 嶋田　明香 1 ｼﾏﾀﾞ ｱｽｶ 竜王中
1年女子800m 712 宮原佑月記 1 ﾐﾔﾊﾗ ﾕﾂﾞｷ 柳井中
1年女子800m 772 中野　萌香 1 ﾅｶﾉ ﾓｴｶ 鴻南中
1年女子800m 664 岡崎　眞子 1 ｵｶｻﾞｷ ﾏｺ 柳井中
1年女子800m 471 山口　理子 1 ﾔﾏｸﾞﾁ ﾘｺ 小野田中
1年女子800m 1233 日高　里緒 1 ﾋﾀｶ ﾘｵ 高千帆中
1年女子800m 1357 生田　千穂 1 ｲｸﾀ ﾁﾎ 藤山中
1年女子800m 1050 川﨑　愛莉 1 ｶﾜｻｷ ｱｲﾘ 厚南中
1年女子800m 1277 岡本　彩奈 1 ｵｶﾓﾄ ｱﾔﾅ 東和中
1年女子800m 452 岩畑　愛美 1 ｲﾜﾊﾀ ﾏﾅﾐ 附属光中
1年女子800m 290 荻野　純菜 1 ｵｷﾞﾉ ｼﾞｭﾝﾅ 福栄中
1年女子800m 976 荒井　嘉真 1 ｱﾗｲ ﾖｼﾐ 平田中
1年女子800m 589 吉兼　晴香 1 ﾖｼｶﾈ ﾊﾙｶ 大島中
1年女子800m 1276 廣田　紅音 1 ﾋﾛﾀ ｱｶﾈ 岩国中
1年女子800m 1332 吉田　果奈 1 ﾖｼﾀﾞ ﾘﾅ 室積中
1年女子800m 231 齊藤　文乃 1 ｻｲﾄｳ ｱﾔﾉ 大嶺中
1年女子800m 934 中村　真依 1 ﾅｶﾑﾗ ﾏｲ 国府中
1年女子800m 195 中原　楓子 1 ﾅｶﾊﾗ ﾌｳｺ 深川中



種目 ﾅﾝﾊﾞｰｶｰﾄﾞ 氏名 学年 ﾌﾘｶﾞﾅ 所属
共通女子800m 281 市原　沙南 3 ｲﾁﾊﾗ ｻﾅ 国府中
共通女子800m 42 土井　咲乃 2 ﾄﾞｲ ｻｷﾉ 浅江中
共通女子800m 307 福川江里奈 2 ﾌｸｶﾞﾜ ｴﾘﾅ 長府中
共通女子800m 312 正行　伽音 2 ﾏｻﾕｷ ｶﾉﾝ 長府中
共通女子800m 1 末次　桃子 2 ｽｴﾂｸﾞ ﾓﾓｺ 富田中
共通女子800m 48 岡田　朋夏 2 ｵｶﾀﾞ ﾄﾓｶ 大和中
共通女子800m 2 長田　知紗 2 ｵｻﾀﾞ ﾁｻ 富田中
共通女子800m 555 神足　玲菜 3 ｺｳﾀﾘ ﾚｲﾅ 岐陽中
共通女子800m 246 御堂　薫 2 ﾐﾄﾞｳ ｶｵﾙ 富田中
共通女子800m 735 舩木　千花 2 ﾌﾅｷ ﾁﾊﾅ 勝山中
共通女子800m 882 水田　真希 2 ﾐｽﾞﾀ ﾏｷ 鴻南中
共通女子800m 438 岩本　里菜 3 ｲﾜﾓﾄ ﾘﾅ 浅江中
共通女子800m 495 中村　紗菜 3 ﾅｶﾑﾗ ｻﾅ 富田中
共通女子800m 526 北林ゆづき 3 ｷﾀﾊﾞﾔｼ ﾕﾂﾞｷ 岩国中
共通女子800m 556 能見　彩花 3 ﾉｳﾐ ｱﾔｶ 岐陽中
共通女子800m 875 竹島　楓薫 2 ﾀｹｼﾏ ﾌｳｶ 鴻南中
共通女子800m 49 棟近　光 2 ﾑﾈﾁｶ ﾋｶﾘ 浅江中
共通女子800m 576 宮内　梨沙 3 ﾐﾔｳﾁ ﾘｻ 右田中
共通女子800m 549 猿渡春由香 3 ｻﾙﾜﾀﾘ ﾊﾕｶ 岐陽中
共通女子800m 732 黒澤　律奈 2 ｸﾛｻﾜ ﾘﾂﾅ 東岐波中
共通女子800m 1562 石松　空 2 ｲｼﾏﾂ ｿﾗ 岐陽中
共通女子800m 148 益田　夏鈴 3 ﾏｽﾀﾞ ｶﾘﾝ 室積中
共通女子800m 187 平本　華佳 3 ﾋﾗﾓﾄ ﾊﾙｶ 長府中
共通女子800m 193 守永　恵美 3 ﾓﾘﾅｶﾞ ｴﾐ 萩西中
共通女子800m 439 野村　希美 3 ﾉﾑﾗ ﾉｿﾞﾐ 浅江中
共通女子800m 1102 弘中　小雪 3 ﾋﾛﾅｶ ｺﾕｷ 川下中
共通女子800m 239 浅田　遥花 3 ｱｻﾀﾞ ﾊﾙｶ 鴻南中
共通女子800m 960 浴森　美優 2 ｴｷﾓﾘ ﾐﾕ 太華中
共通女子800m 458 金澤　彩希 3 ｶﾅｻﾞﾜ ｻｷ 西岐波中
共通女子800m 707 岡村　はな 3 ｵｶﾑﾗ ﾊﾅ 大内中
共通女子800m 289 深町　心咲 2 ﾌｶﾏﾁ ｺｺ 富田中
共通女子800m 402 松原　愛華 2 ﾏﾂﾊﾞﾗ ｱｲｶ 佐波中
共通女子800m 551 河村　真央 3 ｶﾜﾑﾗ ﾏｵ 岐陽中
共通女子800m 146 山岸　楓花 3 ﾔﾏｷﾞｼ ﾌｳｶ 小野田中
共通女子800m 726 平沼　桜花 3 ﾋﾗﾇﾏ ﾎﾉｶ 勝山中
共通女子800m 661 舩木　柚花 2 ﾌﾅｷ ﾕｽﾞｶ 勝山中
共通女子800m 1210 蠣﨑　侑希 3 ｶｷｻﾞｷ ﾕｷ 周陽中
共通女子800m 287 森本　凜 2 ﾓﾘﾓﾄ ﾘﾝ 富田中
共通女子800m 34 杉本　寛果 2 ｽｷﾞﾓﾄ ﾋﾛｶ 島田中
共通女子800m 375 水津　玲奈 2 ｽｲｽﾞ ﾚﾅ 萩西中
共通女子800m 304 内田　爽月 2 ｳﾁﾀﾞ ｻﾂｷ 上宇部中
共通女子800m 199 滝野　彩音 3 ﾀｷﾉ ｱﾔﾈ 大嶺中
共通女子800m 226 青木　咲奈 2 ｱｵｷ ｻｷﾅ 富田中
共通女子800m 863 松阪　夏鈴 3 ﾏﾂｻｶ ｶﾘﾝ 小郡中
共通女子800m 329 金子　歩美 2 ｶﾈｺ ｱﾕﾐ 高千帆中
共通女子800m 399 中原　実紀 3 ﾅｶﾊﾗ ﾐｷ 藤山中
共通女子800m 771 山近明日香 2 ﾔﾏﾁｶ ｱｽｶ 田布施中
共通女子800m 949 山本　歩奈 2 ﾔﾏﾓﾄ ｱﾕﾅ 大内中
共通女子800m 580 小山　美南 3 ｺﾔﾏ ﾐﾅﾐ 附属光中
共通女子800m 1550 岡崎　愛未 2 ｵｶｻﾞｷ ｱﾐ 藤山中
共通女子800m 547 原　ゆめか 3 ﾊﾗ ﾕﾒｶ 岐陽中
共通女子800m 377 山本　千尋 2 ﾔﾏﾓﾄ ﾁﾋﾛ 萩西中
共通女子800m 859 佐古　茉優 3 ｻｺ ﾏﾋﾛ 太華中
共通女子800m 152 瀬戸　麻鈴 2 ｾﾄ ﾏﾘﾝ 室積中
共通女子800m 593 橋本奈々枝 3 ﾊｼﾓﾄ ﾅﾅｴ 常盤中
共通女子800m 954 櫛部　早代 3 ｸｼﾍﾞ ｻﾖ 神原中
共通女子800m 892 西田　智美 2 ﾆｼﾀﾞ ﾄﾓﾐ 下関菊川中



種目 ﾅﾝﾊﾞｰｶｰﾄﾞ 氏名 学年 ﾌﾘｶﾞﾅ 所属
共通女子800m 1607 村田　未来 2 ﾑﾗﾀ ﾐｸ 上宇部中
共通女子800m 998 西元穂奈美 2 ﾆｼﾓﾄ ﾎﾅﾐ 平生中
共通女子800m 656 亀屋　結佳 2 ｶﾒﾔ ﾕｳｶ 萩東中
共通女子800m 1310 原田　陽菜 2 ﾊﾗﾀﾞ ﾋﾅ 竜王中
共通女子800m 801 木村野乃花 2 ｷﾑﾗ ﾉﾉｶ 柳井中
共通女子800m 653 亀屋　萌佳 2 ｶﾒﾔ ﾓｴｶ 萩東中
共通女子800m 214 中田　千尋 2 ﾅｶﾀ ﾁﾋﾛ 厚南中
共通女子800m 147 山田　美結 2 ﾔﾏﾀﾞ ﾐﾕ 大和中
共通女子800m 592 栗林　悠那 3 ｸﾘﾊﾞﾔｼ ﾕｳﾅ 野田学園
共通女子800m 1237 安川　莉子 2 ﾔｽｶﾜ ﾘｺ 下関中等
共通女子800m 1268 高村　風鈴 2 ﾀｶﾑﾗ ｶﾘﾝ 三隅中
共通女子800m 941 松岡　楓 3 ﾏﾂｵｶ ｶｴﾃﾞ 日新中
共通女子800m 894 前川　萌香 3 ﾏｴｶﾜ ﾎﾉｶ 末武中
共通女子800m 58 岡　美羽 2 ｵｶ ﾐｳ 福栄中
共通女子800m 895 中村　美優 2 ﾅｶﾑﾗ ﾐﾕ 玄洋中
共通女子1500m 281 市原　沙南 3 ｲﾁﾊﾗ ｻﾅ 国府中
共通女子1500m 42 土井　咲乃 2 ﾄﾞｲ ｻｷﾉ 浅江中
共通女子1500m 438 岩本　里菜 3 ｲﾜﾓﾄ ﾘﾅ 浅江中
共通女子1500m 556 能見　彩花 3 ﾉｳﾐ ｱﾔｶ 岐陽中
共通女子1500m 16 小林　佳奈 3 ｺﾊﾞﾔｼ ｶﾅ 下松中
共通女子1500m 1576 白井　明衣 3 ｼﾗｲ ﾒｲ 華陽中
共通女子1500m 551 河村　真央 3 ｶﾜﾑﾗ ﾏｵ 岐陽中
共通女子1500m 1 末次　桃子 2 ｽｴﾂｸﾞ ﾓﾓｺ 富田中
共通女子1500m 661 舩木　柚花 2 ﾌﾅｷ ﾕｽﾞｶ 勝山中
共通女子1500m 439 野村　希美 3 ﾉﾑﾗ ﾉｿﾞﾐ 浅江中
共通女子1500m 1562 石松　空 2 ｲｼﾏﾂ ｿﾗ 岐陽中
共通女子1500m 49 棟近　光 2 ﾑﾈﾁｶ ﾋｶﾘ 浅江中
共通女子1500m 246 御堂　薫 2 ﾐﾄﾞｳ ｶｵﾙ 富田中
共通女子1500m 882 水田　真希 2 ﾐｽﾞﾀ ﾏｷ 鴻南中
共通女子1500m 656 亀屋　結佳 2 ｶﾒﾔ ﾕｳｶ 萩東中
共通女子1500m 707 岡村　はな 3 ｵｶﾑﾗ ﾊﾅ 大内中
共通女子1500m 443 廣石　那萌 2 ﾋﾛｲｼ ﾅﾓ 小郡中
共通女子1500m 312 正行　伽音 2 ﾏｻﾕｷ ｶﾉﾝ 長府中
共通女子1500m 653 亀屋　萌佳 2 ｶﾒﾔ ﾓｴｶ 萩東中
共通女子1500m 304 内田　爽月 2 ｳﾁﾀﾞ ｻﾂｷ 上宇部中
共通女子1500m 735 舩木　千花 2 ﾌﾅｷ ﾁﾊﾅ 勝山中
共通女子1500m 547 原　ゆめか 3 ﾊﾗ ﾕﾒｶ 岐陽中
共通女子1500m 458 金澤　彩希 3 ｶﾅｻﾞﾜ ｻｷ 西岐波中
共通女子1500m 193 守永　恵美 3 ﾓﾘﾅｶﾞ ｴﾐ 萩西中
共通女子1500m 960 浴森　美優 2 ｴｷﾓﾘ ﾐﾕ 太華中
共通女子1500m 1150 森永菜乃葉 2 ﾓﾘﾅｶﾞ ﾅﾉﾊ 藤山中
共通女子1500m 548 有井　姫菜 3 ｱﾘｲ ﾋﾅ 岐陽中
共通女子1500m 1015 西本　愛璃 2 ﾆｼﾓﾄ ｱﾝﾘ 平生中
共通女子1500m 751 古川　幸乃 2 ﾌﾙｶﾜ ﾕｷﾉ 東部中
共通女子1500m 369 白上　桜子 2 ｼﾗｶﾞﾐ ｻｸﾗｺ 萩西中
共通女子1500m 657 大草　舞織 2 ｵｵｸｻ ﾏｵﾘ 萩東中
共通女子1500m 161 福田　広奈 3 ﾌｸﾀﾞ ﾋﾛﾅ 小野田中
共通女子1500m 858 藤田日菜子 3 ﾌｼﾞﾀ ﾋﾅｺ 太華中
共通女子1500m 331 長尾向日葵 2 ﾅｶﾞｵ ﾋﾏﾘ 高千帆中
共通女子1500m 1349 三浦　藍 2 ﾐｳﾗ ｱｲ 大内中
共通女子1500m 21 中尾　寧々 3 ﾅｶｵ ﾈﾈ 高川学園
共通女子1500m 721 鈴川　理永 2 ｽｽﾞｶﾜ ﾘｴ 東岐波中
共通女子1500m 184 辰川　蒔奈 3 ﾀﾂｶﾜ ﾏﾅ 長府中
共通女子1500m 875 竹島　楓薫 2 ﾀｹｼﾏ ﾌｳｶ 鴻南中
共通女子1500m 811 池永　美月 2 ｲｹﾅｶﾞ ﾐｽﾞｷ 柳井中
共通女子1500m 225 三村かおる 2 ﾐﾑﾗ ｶｵﾙ 日新中
共通女子1500m 876 田中　莉央 2 ﾀﾅｶ ﾘｵ 鴻南中



種目 ﾅﾝﾊﾞｰｶｰﾄﾞ 氏名 学年 ﾌﾘｶﾞﾅ 所属
共通女子1500m 1183 内岡　萌 2 ｳﾁｵｶ ﾓｴ 下関中等
共通女子1500m 1153 田中　莉香 2 ﾅｶﾊﾗ ﾐｷ 藤山中
共通女子1500m 427 國貞　凜 2 ｸﾆｻﾀﾞ ﾘﾝ 国府中
共通女子1500m 1146 木村　円香 3 ｷﾑﾗ ﾏﾄﾞｶ 竜王中
共通女子1500m 124 木本柚里杏 2 ｷﾓﾄ ﾕﾘｱ 大和中
共通女子1500m 642 河野　歩輝 3 ｶﾜﾉ ｱﾕｷ 桑山中
共通女子1500m 837 多賀谷春枝 2 ﾀｶﾞﾔ ﾊﾙｴ 平田中
共通女子1500m 1586 辻　理花 3 ﾂｼﾞ ﾉﾘｶ 常盤中
共通女子1500m 48 岡田　朋夏 2 ｵｶﾀﾞ ﾄﾓｶ 大和中
共通女子100mH(0.762m) 993 伊東紗耶乃 2 ｲﾄｳ ｻﾔﾉ 平生中
共通女子100mH(0.762m) 723 瀧本　朱音 3 ﾀｷﾓﾄ ｱｶﾈ 勝山中
共通女子100mH(0.762m) 674 世良　榛菜 3 ｾﾗ ﾊﾙﾅ 萩東中
共通女子100mH(0.762m) 118 大田　陽花 3 ｵｵﾀ ﾊﾙｶ 華陽中
共通女子100mH(0.762m) 567 赤塚　愛菜 2 ｱｶﾂｶ ｱｲﾅ 周陽中
共通女子100mH(0.762m) 665 小田　穂香 3 ｵﾀﾞ ﾎﾉｶ 萩東中
共通女子100mH(0.762m) 236 坪倉　沙和 3 ﾂﾎﾞｸﾗ ｻﾜ 長府中
共通女子100mH(0.762m) 45 吉岡花菜美 2 ﾖｼｵｶ ｶﾅﾐ 浅江中
共通女子100mH(0.762m) 1059 安部　美空 3 ｱﾍﾞ ﾐｸ 熊毛中
共通女子100mH(0.762m) 26 浜崎　月菜 3 ﾊﾏｻｷ ﾙﾅ 大嶺中
共通女子100mH(0.762m) 667 中田　穂紀 2 ﾅｶﾀ ﾎﾉﾘ 勝山中
共通女子100mH(0.762m) 612 吉井　遥香 3 ﾖｼｲ ﾊﾙｶ 東部中
共通女子100mH(0.762m) 901 伊藤　桃香 3 ｲﾄｳ ﾓﾓｶ 末武中
共通女子100mH(0.762m) 662 横山　莉子 3 ﾖｺﾔﾏ ﾘｺ 萩東中
共通女子100mH(0.762m) 540 佐々木七海 3 ｻｻｷ ﾅﾅﾐ 岐陽中
共通女子100mH(0.762m) 536 磯永　悠 3 ｲｿﾅｶﾞ ﾊﾙｶ 岐陽中
共通女子100mH(0.762m) 4 大井こるり 2 ｵｵｲ ｺﾙﾘ むつみ中
共通女子100mH(0.762m) 315 木村美由希 3 ｷﾑﾗ ﾐﾕｷ 高千帆中
共通女子100mH(0.762m) 865 梶木　遥 2 ｶｼﾞｷ ﾊﾙｶ 鴻南中
共通女子100mH(0.762m) 1149 小原　有加 3 ｺﾊﾗ ﾕｶ 竜王中
共通女子100mH(0.762m) 742 梶本　玲奈 2 ｶｼﾞﾓﾄ ﾚｲﾅ 東部中
共通女子100mH(0.762m) 516 神﨑那津季 3 ｶﾝｻﾞｷ ﾅﾂｷ 平田中
共通女子100mH(0.762m) 260 岩本　凜 3 ｲﾜﾓﾄ ﾘﾝ 厚南中
共通女子100mH(0.762m) 101 相本　紫苑 1 ｱｲﾓﾄ ｼｵﾝ 田布施中
共通女子100mH(0.762m) 373 松谷　皆実 3 ﾏﾂﾀﾆ ﾐﾅﾐ 藤山中
共通女子100mH(0.762m) 643 飯田　澪 2 ｲｲﾀﾞ ﾐｵ 浅江中
共通女子100mH(0.762m) 1066 久村佳那実 3 ｸﾑﾗ ｶﾅﾐ 熊毛中
共通女子100mH(0.762m) 437 中村　真唯 2 ﾅｶﾑﾗ ﾏｲ 小郡中
共通女子100mH(0.762m) 480 田邊　桃子 2 ﾀﾅﾍﾞ ﾓﾓｺ 小郡中
共通女子100mH(0.762m) 364 大山　知夏 2 ｵｵﾔﾏ ﾁﾅﾂ 萩西中
共通女子100mH(0.762m) 71 深田　恵里 3 ﾌｶﾀﾞ ｴﾘ 深川中
共通女子100mH(0.762m) 306 日裏　藍 3 ﾋｳﾗ ﾗﾝ 国府中
共通女子100mH(0.762m) 731 大野　ゆき 2 ｵｵﾉ ﾕｷ 東岐波中
共通女子100mH(0.762m) 1047 東原　凪沙 3 ﾋｶﾞｼﾊﾗ ﾅｷﾞｻ 東和中
共通女子100mH(0.762m) 579 浅原　優希 3 ｱｻﾊﾗ ﾕｳｷ 附属光中
共通女子100mH(0.762m) 229 山根　遥南 3 ﾔﾏﾈ ﾊﾙﾅ 向洋中
共通女子100mH(0.762m) 1583 梶原　千聖 3 ｶｼﾞﾊﾗ ﾁｻﾄ 西岐波中
共通女子100mH(0.762m) 603 島本　美幸 3 ｼﾏﾓﾄ ﾐﾕｷ 島田中
共通女子100mH(0.762m) 1043 金近　華子 2 ｶﾈﾁｶ ﾊﾅｺ 末武中



種目 ﾅﾝﾊﾞｰｶｰﾄﾞ 氏名 学年 ﾌﾘｶﾞﾅ 所属
共通女子4X100mR 竜王中 竜王中
共通女子4X100mR 勝山中 勝山中
共通女子4X100mR 長府中 長府中
共通女子4X100mR 田布施中 田布施中
共通女子4X100mR 岐陽中 岐陽中
共通女子4X100mR 鴻南中 鴻南中
共通女子4X100mR 萩東中 萩東中
共通女子4X100mR 川中中 川中中
共通女子4X100mR 末武中 末武中
共通女子4X100mR 周陽中 周陽中
共通女子4X100mR 下関菊川中 下関菊川中
共通女子4X100mR 山の田中 山の田中
共通女子4X100mR 浅江中 浅江中
共通女子4X100mR 小郡中 小郡中
共通女子4X100mR 富田中 富田中
共通女子4X100mR 常盤中 常盤中
共通女子4X100mR 桑山中 桑山中
共通女子4X100mR 東部中 東部中
共通女子4X100mR 華陽中 華陽中
共通女子走高跳 247 東　聡美 3 ﾋｶﾞｼ ｻﾄﾐ 鴻南中
共通女子走高跳 240 大澤　優南 3 ｵｵｻﾜ ﾊﾙﾅ 鴻南中
共通女子走高跳 285 藤村明日香 3 ﾌｼﾞﾑﾗ ｱｽｶ 国府中
共通女子走高跳 218 大同　麻代 3 ﾀﾞｲﾄﾞｳ ﾏｼﾛ 長成中
共通女子走高跳 646 三﨑　瀬奈 3 ﾐｻｷ ｾﾅ 桑山中
共通女子走高跳 479 才田　朱莉 2 ｻｲﾀ ｱｶﾘ 小郡中
共通女子走高跳 1084 弘中　紗来 2 ﾋﾛﾅｶ ｻﾗ 岩国中
共通女子走高跳 744 貞弘　晴香 3 ｻﾀﾞﾋﾛ ﾊﾙｶ 勝山中
共通女子走高跳 39 田村璃々花 1 ﾀﾑﾗ ﾘﾘｶ 萩西中
共通女子走高跳 562 山下　菜緒 3 ﾔﾏｼﾀ ﾅｵ 山の田中
共通女子走高跳 310 杉原　早紀 3 ｽｷﾞﾊﾗ ｻｷ 国府中
共通女子走高跳 904 平本　夏美 2 ﾋﾗﾓﾄ ﾅﾂﾐ 東和中
共通女子走高跳 430 渡邊　華奈 3 ﾜﾀﾅﾍﾞ ｶﾅ 浅江中
共通女子走高跳 675 竹永　愛梨 2 ﾀｹﾅｶﾞ ｱｲﾘ 右田中
共通女子走高跳 451 矢野　未空 2 ﾔﾉ ﾐｸ 小郡中
共通女子走高跳 235 畑　未優果 2 ﾊﾀ ﾐﾕｶ 富田中
共通女子走高跳 162 田川　靖子 2 ﾀｶﾞﾜ ﾔｽｺ 勝山中
共通女子走高跳 644 金盛　彩音 2 ｶﾈﾓﾘ ｱﾔﾈ 浅江中
共通女子走高跳 412 江原　佑香 2 ｴﾊﾗ ﾕｳｶ 国府中
共通女子走高跳 90 矢頭　愛菜 1 ﾔｶﾞｼﾗ ｱｲﾅ 田布施中
共通女子走高跳 170 森重つぐみ 3 ﾓﾘｼｹﾞ ﾂｸﾞﾐ 小野田中
共通女子走高跳 554 尾﨑　未悠 2 ｵｻﾞｷ ﾐﾕ 周陽中
共通女子走高跳 1142 島田　幸芽 2 ｼﾏﾀﾞ ｺｳﾒ 藤山中
共通女子走高跳 88 三好ののか 1 ﾐﾖｼ ﾉﾉｶ むつみ中
共通女子走高跳 254 小野　瑠理 3 ｵﾉ ﾙﾘ 上宇部中
共通女子走高跳 14 林　美沙 1 ﾊﾔｼ ﾐｻ 島田中
共通女子走高跳 360 清澤　理那 3 ｷﾖｻﾜ ﾘﾅ 上宇部中
共通女子走高跳 168 早川　綾乃 2 ﾊﾔｶﾜ ｱﾔﾉ 勝山中
共通女子走高跳 560 池田　光 2 ｲｹﾀﾞ ﾋｶﾙ 周陽中
共通女子走高跳 610 井村　祐珠 1 ｲﾑﾗ ﾕｽﾞ 山の田中



種目 ﾅﾝﾊﾞｰｶｰﾄﾞ 氏名 学年 ﾌﾘｶﾞﾅ 所属
共通女子走幅跳 92 中野　恭伽 3 ﾅｶﾉ ｷｮｳｶ 久保中
共通女子走幅跳 993 伊東紗耶乃 2 ｲﾄｳ ｻﾔﾉ 平生中
共通女子走幅跳 91 竹岡　知愛 3 ﾀｹｵｶ ﾁｱ 勝山中
共通女子走幅跳 24 山村　愛美 3 ﾔﾏﾑﾗ ｱﾐ 川西中
共通女子走幅跳 573 金子　咲 3 ｶﾈｺ ｻｴ 右田中
共通女子走幅跳 622 清木　テラ 3 ｾｲｷ ﾃﾗ 桑山中
共通女子走幅跳 238 中尾　柚文 3 ﾅｶｵ ﾕﾌﾐ 長府中
共通女子走幅跳 569 伊賀　彩佳 3 ｲｶﾞ ｱﾔｶ 山の田中
共通女子走幅跳 487 高橋　理子 3 ﾀｶﾊｼ ﾘｺ 富田中
共通女子走幅跳 591 大畠かおる 3 ｵｵﾊﾞﾀｹ ｶｵﾙ 野田学園
共通女子走幅跳 885 藤田　汐音 3 ﾌｼﾞﾀ ｼｵﾝ 小郡中
共通女子走幅跳 563 荒川　史帆 3 ｱﾗｶﾜ ｼﾎ 山の田中
共通女子走幅跳 309 赤地　夏海 3 ｱｶﾁﾞ ﾅﾂﾐ 国府中
共通女子走幅跳 337 重政　朱里 1 ｼｹﾞﾏｻ ｱｶﾘ 末武中
共通女子走幅跳 324 利川　紗椰 2 ﾄｼｶﾜ ｻﾔ 向洋中
共通女子走幅跳 174 久原　愛真 2 ｸﾊﾗ ｴﾏ 長成中
共通女子走幅跳 284 畑谷　沙良 3 ﾊﾀﾀﾆ ｻﾗ 国府中
共通女子走幅跳 923 高下　華 3 ｺｳｹﾞ ﾊﾅ 田布施中
共通女子走幅跳 893 松田　裕海 3 ﾏﾂﾀﾞ ﾕﾐ 末武中
共通女子走幅跳 141 安達　未来 3 ｱﾀﾞﾁ ﾐﾗｲ 川中中
共通女子走幅跳 498 水野　愛美 2 ﾐｽﾞﾉ ｱｲﾐ 小野田中
共通女子走幅跳 1234 久保　佳澄 3 ｸﾎﾞ ｶｽﾐ 周陽中
共通女子走幅跳 227 坂本　京香 3 ｻｶﾓﾄ ｷｮｳｶ 長成中
共通女子走幅跳 658 兼　向日葵 2 ｶﾈ ﾋﾏﾘ 萩東中
共通女子走幅跳 666 上村奈々恵 3 ｶﾐﾑﾗ ﾅﾅｴ 萩東中
共通女子走幅跳 597 多田　和葉 3 ﾀﾀﾞ ｶｽﾞﾊ 島田中
共通女子走幅跳 296 佐藤眞也美 2 ｻﾄｳ ﾏﾅﾐ 勝山中
共通女子走幅跳 609 新久保万央 3 ｼﾝｸﾎﾞ ﾏｵ 東部中
共通女子走幅跳 128 長野　杏華 1 ﾅｶﾞﾉ ｷｮｳｶ 向洋中
共通女子走幅跳 313 宮路　らな 3 ﾐﾔｼﾞ ﾗﾅ 高千帆中
共通女子走幅跳 33 福重　百絵 2 ﾌｸｼｹﾞ ﾓｴ 岐陽中
共通女子走幅跳 155 國本ひより 2 ｸﾆﾓﾄ ﾋﾖﾘ 華陽中
共通女子走幅跳 785 中谷　希美 2 ﾅｶﾀﾆ ﾉｿﾞﾐ 田布施中
共通女子走幅跳 553 三浦　聖奈 3 ﾐｳﾗ ｾﾅ 岐陽中
共通女子走幅跳 866 金山　未歩 2 ｶﾅﾔﾏ ﾐﾎ 鴻南中
共通女子走幅跳 624 荒瀬　衣歩 3 ｱﾗｾ ｲﾌﾞ 桑山中
共通女子走幅跳 1053 広津のどか 3 ﾋﾛﾂ ﾉﾄﾞｶ 東和中
共通女子走幅跳 181 船戸　梨瑚 1 ﾌﾅﾄ ﾘｺ 室積中
共通女子走幅跳 398 品川　柚稀 3 ｼﾅｶﾞﾜ ﾕｽﾞｷ 藤山中
共通女子走幅跳 1063 山本麻莉亜 3 ﾔﾏﾓﾄ ﾏﾘｱ 熊毛中
共通女子走幅跳 966 三戸　茉優 3 ﾐﾄ ﾏﾋﾛ 神原中
共通女子走幅跳 97 水田ほのか 1 ﾐｽﾞﾀ ﾎﾉｶ 田布施中
共通女子走幅跳 20 三島　夕芽 1 ﾐｼﾏ ﾕﾒ 島田中
共通女子走幅跳 1030 林　美晴 3 ﾊﾔｼ ﾐﾊﾙ 佐波中
共通女子走幅跳 166 千々松憂生 3 ﾁｼﾞﾏﾂ ﾕｳ 小野田中
共通女子走幅跳 88 三好ののか 1 ﾐﾖｼ ﾉﾉｶ むつみ中



種目 ﾅﾝﾊﾞｰｶｰﾄﾞ 氏名 学年 ﾌﾘｶﾞﾅ 所属
共通女子砲丸投(2.721kg) 607 田村　優衣 3 ﾀﾑﾗ ﾕｲ 島田中
共通女子砲丸投(2.721kg) 1548 勝岡　奈々 3 ｶﾂｵｶ ﾅﾅ 勝山中
共通女子砲丸投(2.721kg) 1551 吉村　聖美 2 ﾖｼﾑﾗ ｻﾄﾐ 鴻南中
共通女子砲丸投(2.721kg) 574 古村菜々美 3 ｺﾑﾗ ﾅﾅﾐ 右田中
共通女子砲丸投(2.721kg) 623 寺田ひなの 3 ﾃﾗﾀﾞ ﾋﾅﾉ 桑山中
共通女子砲丸投(2.721kg) 1206 伊ヶ崎有美 3 ｲｶｻﾞｷ ﾕﾐ 周陽中
共通女子砲丸投(2.721kg) 1308 池部　優花 3 ｲｹﾍﾞ ﾕｳｶ 萩東中
共通女子砲丸投(2.721kg) 918 田中　愛 3 ﾀﾅｶ ﾏﾅﾐ 室積中
共通女子砲丸投(2.721kg) 572 尾中　愛唯 3 ｵﾅｶ ｱｲ 右田中
共通女子砲丸投(2.721kg) 887 杉山　祐美 3 ｽｷﾞﾔﾏ ﾕﾐ 小郡中
共通女子砲丸投(2.721kg) 1044 武居　佳那 2 ﾀｹｽｴ ｶﾅ 末武中
共通女子砲丸投(2.721kg) 1606 荒木　里音 2 ｱﾗｷ ﾘﾄ 高千帆中
共通女子砲丸投(2.721kg) 411 藤村　紗矢香 2 ﾌｼﾞﾑﾗ ｻﾔｶ 国府中
共通女子砲丸投(2.721kg) 626 石田　芽依 3 ｲｼﾀﾞ ﾒｲ 桑山中
共通女子砲丸投(2.721kg) 1058 藤井　美紗 3 ﾌｼﾞｲ ﾐｻ 熊毛中
共通女子砲丸投(2.721kg) 1154 松岡　愛希 2 ﾏﾂｵｶ ｱｷ 藤山中
共通女子砲丸投(2.721kg) 673 藏永　彩乃 2 ｸﾗﾅｶﾞ ｱﾔﾉ 右田中
共通女子砲丸投(2.721kg) 163 新道　美月 3 ｼﾝﾄﾞｳ ﾐﾂｷ 小野田中
共通女子砲丸投(2.721kg) 891 野上　由惟 2 ﾉｶﾞﾐ ﾕｲ 下関菊川中
共通女子砲丸投(2.721kg) 414 脇山　優衣 3 ﾜｷﾔﾏ ﾕｲ 浅江中
共通女子砲丸投(2.721kg) 1152 伊達　咲良 3 ﾀﾞﾃ ｻｸﾗ 竜王中
共通女子砲丸投(2.721kg) 568 谷川　琴音 2 ﾀﾆｶﾞﾜ ｺﾄﾈ 周陽中
共通女子砲丸投(2.721kg) 1065 山口まど花 2 ﾔﾏｸﾞﾁ ﾏﾄﾞｶ 彦島中
共通女子砲丸投(2.721kg) 640 上野　茅紗 2 ｳｴﾉ ﾁｻ 岐陽中
共通女子砲丸投(2.721kg) 752 松田　郁花 3 ﾏﾂﾀﾞ ﾌﾐｶ 勝山中
共通女子砲丸投(2.721kg) 295 渡　円花 2 ﾜﾀﾘ ﾏﾄﾞｶ 旭中
共通女子砲丸投(2.721kg) 303 秋本　菜帆 2 ｱｷﾓﾄ ﾅﾎ 上宇部中
共通女子砲丸投(2.721kg) 450 石橋　伶那 3 ｲｼﾊﾞｼ ﾚｲﾅ 玄洋中
共通女子砲丸投(2.721kg) 1069 沖村　琴葉 3 ｵｷﾑﾗ ｺﾄﾊ 川下中
共通女子砲丸投(2.721kg) 1613 村田　葵 2 ﾑﾗﾀ ｱｵｲ 下関中等
共通女子砲丸投(2.721kg) 832 白濵友里恵 2 ｼﾗﾊﾏ ﾕﾘｴ 福川中
共通女子四種競技(女子) 45 吉岡花菜美 2 ﾖｼｵｶ ｶﾅﾐ 浅江中
共通女子四種競技(女子) 46 友重　舞海 2 ﾄﾓｼｹﾞ ﾏﾐ 浅江中
共通女子四種競技(女子) 217 田川　未夢 3 ﾀｶﾞﾜ ﾐﾕ 光井中
共通女子四種競技(女子) 376 末永　里美 2 ｽｴﾅｶﾞ ﾘﾐ 萩西中
共通女子四種競技(女子) 498 水野　愛美 2 ﾐｽﾞﾉ ｱｲﾐ 小野田中
共通女子四種競技(女子) 591 大畠かおる 3 ｵｵﾊﾞﾀｹ ｶｵﾙ 野田学園
共通女子四種競技(女子) 662 横山　莉子 3 ﾖｺﾔﾏ ﾘｺ 萩東中
共通女子四種競技(女子) 665 小田　穂香 3 ｵﾀﾞ ﾎﾉｶ 萩東中
共通女子四種競技(女子) 674 世良　榛菜 3 ｾﾗ ﾊﾙﾅ 萩東中
共通女子四種競技(女子) 1066 久村佳那実 3 ｸﾑﾗ ｶﾅﾐ 熊毛中
共通女子四種競技(女子) 1136 岩﨑　美気 2 ｲﾜｻｷ ﾐｷ 藤山中
共通女子四種競技(女子) 1139 桑原　遥香 2 ｸﾜﾊﾗ ﾊﾙｶ 藤山中
共通女子四種競技(女子) 1149 小原　有加 3 ｺﾊﾗ ﾕｶ 竜王中
共通女子四種競技(女子) 1199 飯尾　真央 3 ｲｲｵ ﾏｵ 麻里布中


